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    101-0107-5 小佐々歯科診療所 〒603-8054 075-721-5511小佐々　晴夫 小佐々　晴夫 平 5. 9.12歯   矯歯 小歯診療所
     京都市北区上賀茂桜井町１０５　常　勤:    2 新規 現存
     森田ビル２Ｆ (歯       2) 平29. 9.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-0110-9 西川歯科医院 〒603-8166 西川　脩 西川　脩 昭53.11. 1歯   診療所
     京都市北区紫野上御所田町６０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-0115-8 森歯科医院 〒603-8363 森　忠昭 森　忠昭 昭51. 6. 2歯   診療所
     京都市北区衣笠総門町１６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-0119-0 大西歯科医院 〒603-8052 075-722-0648大西　正宏 大西　正宏 昭52. 4.13歯   小歯 歯外診療所
     京都市北区上賀茂松本町１３－２常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-0123-2 柴田歯科医院 〒603-8832 075-491-0710柴田　鉄也 柴田　鉄也 昭54. 6. 1歯   診療所
     京都市北区大宮南田尻町５５－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-0128-1 服部歯科医院 〒603-8405 服部　康二 服部　康二 昭55. 5. 1歯   診療所
     京都市北区大宮西小野堀町４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-0129-9 竹脇歯科医院 〒603-8064 竹脇　真 竹脇　真 昭56. 1.13歯   診療所
     京都市北区上賀茂菖蒲園町６７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-0135-6 永富歯科医院 〒603-8149 永富　研二 永富　研二 昭56. 8. 4歯   診療所
     京都市北区小山南上総町７５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-0139-8 森下歯科医院 〒603-8327 森下　滋 森下　滋 昭57. 9.13歯   診療所
     京都市北区北野西白梅町１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-0144-8 オクダ歯科診療所 〒603-8105 奥田　勝教 奥田　勝教 昭58. 9. 6歯   診療所
     京都市北区小山西玄以町１７－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-0145-5 中山歯科医院 〒603-8443 075-493-1178中山　晶一 中山　晶一 昭58.10.11歯   診療所
     京都市北区紫竹西野山町４８－６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10.11
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   1201-0151-3 上田歯科医院 〒603-8464 上田　栄治 上田　栄治 昭61. 8. 5歯   診療所
     京都市北区鷹峯黒門町２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-0153-9 上賀茂前田歯科医院 〒603-8054 前田　康守 前田　康守 昭62. 5. 8歯   診療所
     京都市北区上賀茂桜井町３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-0154-7 福井歯科医院 〒603-8325 福井　貞光 福井　貞光 昭62. 8.22歯   診療所
     京都市北区北野上白梅町６３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-0160-4 医療法人岐山会　内富〒603-8345 075-463-2248医療法人岐山会　内富内富　研一 平 3. 7. 1歯   診療所
     歯科医院 京都市北区平野八丁柳町６８－１常　勤:    1歯科医院　理事長　内 新規 現存
     サニーハイム金閣寺 (歯       1)富　研一 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-0164-6 高橋歯科診療所 〒603-8487 075-464-8272高橋　礼太郎 高橋　礼太郎 平 4. 2.20歯   診療所
     京都市北区大北山原谷乾町１９９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-0166-1 宮本歯科医院 〒603-8416 宮本　容正 宮本　容正 平 4. 6. 1歯   歯外 診療所
     京都市北区紫竹北大門町３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801-0167-9 鈴木歯科医院 〒603-8172 鈴木　貴弘 鈴木　貴弘 平 5. 6. 3歯   小歯 診療所
     京都市北区小山初音町７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-0168-7 モリサワ歯科 〒603-8475 森澤　純 森澤　純 平 5. 6.23歯   診療所
     京都市北区大宮北箱ノ井町１２－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 6.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001-0173-7 井上歯科医院 〒603-8816 075-492-8254井上　智之 井上　智之 平 7. 3.17歯   診療所
     京都市北区西賀茂北川上町７３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101-0174-5 藤本歯科医院 〒603-8341 藤本　和久 藤本　和久 平 7. 5.15歯   小歯 診療所
     京都市北区小松原北町１９－１１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201-0176-0 医療法人　東山歯科医〒603-8147 075-411-4888医療法人　東山歯科医小路　義久 平 8. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 京都市北区鞍馬口通室町東入上御常　勤:    3院　理事長　東山　和 組織変更 歯外 現存
     霊上江町２３２番１６ (歯       3)樹 平29. 7. 1
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   2301-0177-8 平岡歯科医院 〒603-8333 075-462-7643平岡　照朗 平岡　照朗 平 8. 7. 1歯   診療所
     京都市北区大将軍東鷹司町１１７常　勤:    1 移転 現存
     の１ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-0178-6 医療法人　福井歯科医〒603-8142 075-491-0825医療法人　福井歯科医福井　実鈴 平 8. 7. 1歯   診療所
     院 京都市北区小山北上総町４８番地常　勤:    2院　理事長　福井　実 移転 現存
     の１大清ビル２Ｆ (歯       2)鈴 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-0182-8 金谷歯科クリニック 〒603-8077 075-781-1273金谷　徹 金谷　徹 平10. 5. 1歯   診療所
     京都市北区上賀茂藤ノ木町２３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-0183-6 田中歯科医院 〒603-8205 075-492-0924田中　敏之 田中　敏之 平10. 9. 7歯   診療所
     京都市北区紫竹西高縄町１０６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-0186-9 そりはし歯科・矯正歯〒603-8178 075-494-3710反橋　直也 反橋　直也 平11. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 京都市北区紫竹下梅ノ木町６９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-0191-9 髙森歯科医院 〒603-8333 075-461-0055髙森　昭 髙森　昭 平12. 1. 1歯   診療所
     京都市北区大将軍東鷹司町５９の常　勤:    1 交代 現存
     １ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-0192-7 長谷川歯科医院 〒603-8215 075-491-0821長谷川　伸司 長谷川　伸司 平12. 3. 1歯   診療所
     京都市北区紫野下門前町５９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-0193-5 清水歯科医院 〒603-8376 075-466-5888清水　多佳志 清水　多佳志 平12. 3. 1歯   矯歯 診療所
     京都市北区衣笠北天神森町３５　常　勤:    1 新規 現存
     イ－グルコ－ト衣笠１０１ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101-0195-0 正木歯科医院 〒603-8313 075-461-6614正木　正惠美 正木　正惠美 平12. 4. 1歯   歯外 診療所
     京都市北区紫野下柏野町５６番地常　勤:    1 組織変更 現存
     　ラビスタ１階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201-0197-6 ナカエ歯科医院 〒603-8162 075-415-9555中永　秀紀 中永　秀紀 平13. 4. 1歯   診療所
     京都市北区小山東大野町４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301-0198-4 おざわ歯科医院 〒603-8355 075-467-8670小澤　美保子 小澤　美保子 平14. 4. 1歯   診療所
     京都市北区平野上柳町１１－３２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
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   3401-0199-2 内田歯科医院 〒603-8336 075-461-2208内田　智也 内田　智也 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     京都市北区大将軍一条町１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501-0200-8 室賀歯科医院 〒603-8141 075-491-1294室賀　潔 室賀　潔 平14. 5. 1歯   診療所
     京都市北区小山西上総町２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601-0201-6 服部歯科医院 〒603-8214 075-441-7576服部　哲也 服部　哲也 平14. 6. 1歯   小歯 診療所
     京都市北区紫野雲林院町４９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-0203-2 小川聖子歯科医院 〒603-8431 075-492-1415小川　聖子 小川　聖子 平14.11. 1歯   診療所
     京都市北区大宮東脇台町２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-0205-7 尾上歯科医院 〒603-8061 075-706-8811尾上　卓 尾上　卓 平15. 1. 1歯   小歯 診療所
     京都市北区上賀茂荒草町５３の１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-0210-7 舟木歯科医院 〒603-8214 075-451-4456舟木　紳 舟木　紳 平15. 9. 1歯   小歯 診療所
     京都市北区紫野雲林院町７８ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-0212-3 鞍馬口歯科医院 〒603-8152 075-432-3592 山　昌世 山　昌世 平16. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市北区鞍馬口通室町東入小山常　勤:    1 新規 現存
     町２２６鞍楽ハウディ３Ｆ (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-0214-9 医療法人稲美会　稲塚〒603-8051 075-722-2212医療法人稲美会　理事稲塚　一樹 平16. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科榊田診療所 京都市北区上賀茂榊田町８２番地常　勤:    2長　稲塚　一樹 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201-0215-6 河端歯科医院 〒603-8425 075-492-2970河端　秀也 河端　秀也 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     京都市北区紫竹下緑町７７番地 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301-0216-4 浅田まひろ歯科医院 〒603-8115 075-492-3865浅田　真弘 浅田　真弘 平16. 9. 1歯   小歯 診療所
     京都市北区紫竹下本町１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
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   4401-0218-0 溝渕歯科医院 〒603-8246 075-491-8889溝渕　健一 溝渕　健一 平17. 3.19歯   矯歯 小歯診療所
     京都市北区紫野西泉堂町６３－２常　勤:    4 移転 現存
     (歯       4) 平29. 3.19
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501-0220-6 谷川歯科医院 〒603-8146 075-231-5537谷川　圭 谷川　圭 平18. 4. 1歯   診療所
     京都市北区鞍馬口通寺町西入下る常　勤:    2 交代 現存
     新御霊口町２８５－４９ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601-0221-4 多田歯科医院 〒603-8173 075-492-6066多田　安男 多田　安男 平18. 6.12歯   診療所
     京都市北区小山下初音町２７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 6.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701-0224-8 きしもと歯科医院 〒603-8162 075-441-5959岸本　知弘 岸本　知弘 平19. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市北区小山東大野町５２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801-0226-3 柏井歯科医院 〒603-8132 075-491-8111柏井　壽 柏井　壽 平19. 5. 7歯   診療所
     京都市北区小山下内河原町３－３常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901-0227-1 きしもと矯正歯科クリ〒603-8173 075-491-9990岸本　正雄 岸本　正雄 平19. 6. 1矯歯 診療所
     ニック 京都市北区小山下初音町４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-0228-9 光安歯科医院 〒603-8351 075-461-1417光安　 子 光安　 子 平19. 8.16歯   小歯 歯外診療所
     京都市北区衣笠大祓町３５番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101-0230-5 ひらの歯科医院 〒603-8352 075-634-4755上野　圭 上野　圭 平20. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都市北区平野宮北町２　セゾン常　勤:    1 新規 歯外 現存
     衣笠　Ｂ１ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201-0235-4 北山茂野歯科医院 〒603-8053 075-722-8833茂野　啓示 茂野　啓示 平21. 4. 7歯   矯歯 診療所
     京都市北区上賀茂岩ケ垣内町４１常　勤:    2 移転 現存
     Ｂ―ＬＯＣＫ　ＫＩＴＡＹＡＭＡ(歯       2) 平27. 4. 7
     　２階３号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301-0236-2 つちだ歯科医院 〒603-8176 075-495-1323土田　武史 土田　武史 平21. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市北区紫野上鳥田町１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
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   5401-0238-8 医療法人優誠会たかよ〒603-8202 075-493-5080医療法人　優誠会　理髙寄　宏昭 平22.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     り歯科クリニック 京都市北区紫竹東桃ノ本町１番地常　勤:    2事長　髙寄　典余 新規 歯外 現存
     １、１番地２アクアリヴィエール(歯       2) 平28.10. 1
     １Ｆ 非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501-0239-6 中野歯科医院 〒603-8161 075-494-3330中野　誠二 中野　誠二 平22.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市北区小山北大野町３９ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601-0240-4 医療法人社団茉生会　〒603-8142 075-495-8148医療法人社団茉生会　岩田　光生 平23. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     岩田デンタルクリニッ京都市北区小山北上総町４番地１常　勤:    1理事長　岩田　光生 組織変更 歯外 現存
     ク シードル北大路２Ｆ (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701-0241-2 塩谷歯科医院 〒603-8234 075-491-0554塩谷　一身 塩谷　一身 平24. 2.13歯   診療所
     京都市北区紫野下若草町２８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801-0242-0 妹尾歯科医院 〒603-8035 075-721-9213妹尾　一樹 妹尾　一樹 平24. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市北区上賀茂朝露ケ原町３０常　勤:    2 交代 現存
     　玉屋ビル２階 (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901-0243-8 西陣歯科医院 〒603-8313 075-462-6029網代　豊 網代　豊 平24. 4.26歯   小歯 診療所
     京都市北区紫野下柏野町５９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4.26
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001-0244-6 医療法人優成会　ほり〒603-8836 075-491-2332医療法人優成会　理事堀部　尊人 平24. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     べ歯科クリニック 京都府京都市北区西賀茂神光院町常　勤:    5長　堀部　尊人 組織変更 現存
     １１５番地１ (歯       5) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101-0245-3 岡村歯科医院 〒603-8326 075-467-4700岡村　徹 岡村　徹 平24.12. 1歯   診療所
     京都市北区北野下白梅町４４番地常　勤:    2 移転 現存
     １　ｃａｓｓｉａ３Ｆ (歯       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6201-0246-1 ひきだ歯科医院 〒603-8132 075-494-6480疋田　勝也 疋田　勝也 平25. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市北区小山下内河原町４９番常　勤:    1 新規 歯外 現存
     地３ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301-0247-9 北山内田歯科医院 〒603-8126 075-493-8886内田　雅也 内田　雅也 平25.11. 1歯   小歯 診療所
     京都市北区小山上板倉町５０－１常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401-0250-3 もり歯科 〒603-8225 075-204-4566森　博己 森　博己 平26. 5. 1歯   小歯 診療所
     京都市北区紫野南舟岡町８４番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501-0251-1 まつもと歯科クリニッ〒603-8235 075-354-6363松本　郁人 松本　郁人 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 京都市北区紫野下御輿町２３－２常　勤:    1 新規 現存
     メゾン・ミルノール１Ｆ (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601-0252-9 医療法人すみれ　ごう〒603-8352 075-463-2055医療法人すみれ　理事懸樋　剛 平27. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科クリニック 京都市北区平野宮北町１５番地 常　勤:    1長　大久保　恵子 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701-0253-7 カミタニ歯科 〒603-8363 075-461-8686神谷　光男 神谷　光男 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市北区衣笠総門町３３－１３常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801-0254-5 大河歯科医院 〒603-8303 075-465-2080大河　貴久 大河　貴久 平29. 4. 1歯   診療所
     京都市北区紫野十二坊町２７ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901-0255-2 白梅町アリス歯科医院〒603-8325 075-462-8211島田　洋子 島田　洋子 平29. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     京都市北区北野上白梅町８　くす常　勤:    1 交代 現存
     の木１Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001-0256-0 吉田歯科クリニック 〒603-8406 075-494-0118吉田　豊克 吉田　豊克 平29. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市北区大宮東小野堀町１エス常　勤:    1 新規 現存
     カローナ玉田１Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101-0257-8 ひさとみ歯科クリニッ〒603-8225 075-414-1824久富　哲 久富　哲 平30. 2. 1歯   診療所
     ク 京都市北区紫野南舟岡町８６番１常　勤:    2 交代 現存
     ９ (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7201-0258-6 北大路デンタルクリニ〒603-8143 075-414-1182日村　光佑 日村　光佑 平30. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ック 京都市北区小山上総町９番地キョ常　勤:    1 新規 小歯 現存
     ウテク北大路第２ビル２Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7302-0112-3 吉田歯科診療所 〒602-0895 吉田　有光 吉田　有光 昭51. 1. 1歯   診療所
     京都市上京区上御霊前通烏丸東入常　勤:    1 新規 現存
     上御霊前町四百 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7402-0117-2 倉田歯科医院 〒602-8469 075-441-0458倉田　明朗 倉田　明朗 昭52. 2.17歯   診療所
     京都市上京区中筋通浄福寺西入中常　勤:    1 新規 現存
     宮町３１３ (歯       1) 平28. 2.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7502-0119-8 嶋森歯科医院 〒602-8384 嶋森　純史 嶋森　純史 昭52. 7. 1歯   診療所
     京都市上京区今小路通り御前西入常　勤:    1 新規 現存
     ル紙屋川町８７７ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7602-0124-8 陳歯科医院 〒602-8384 陳　正和 陳　正和 昭53.12.12歯   診療所
     京都市上京区今出川通西大路東入常　勤:    1 新規 現存
     紙屋川町サンライズ北野２Ｆ (歯       1) 平29.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7702-0126-3 河原歯科医院 〒602-8453 075-451-4881河原　秀樹 河原　秀樹 昭55. 1. 7歯   診療所
     京都市上京区笹屋町通千本東入笹常　勤:    1 新規 現存
     屋町３－６３４ (歯       1) 平28. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7802-0129-7 嶋田歯科医院 〒602-8384 嶋田　晃一 嶋田　晃一 昭57.11.19歯   小歯 診療所
     京都市上京区今小路通御前西入紙常　勤:    1 新規 現存
     屋川町８８１ (歯       1) 平24.11.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7902-0131-3 澤村歯科医院 〒602-0873 澤村　三郎 澤村　三郎 昭58. 4.21歯   診療所
     京都市上京区河原町通丸太町下ル常　勤:    1 新規 現存
     伊勢屋町４０７シエモア河原町１(歯       1) 平28. 4.21
     ０３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8002-0135-4 川原歯科医院 〒602-0862 川原　一郎 川原　一郎 昭59. 6.29歯   診療所
     京都市上京区河原町丸太町上ル出常　勤:    1 新規 現存
     水町２５４ (歯       1) 平29. 6.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8102-0136-2 森歯科医院 〒602-8468 森　正英 森　正英 平 3. 1. 7歯   診療所
     京都市上京区今出川通千本東入東常　勤:    1 新規 現存
     上善寺町サンハイツ星の子１Ｆ (歯       1) 平30. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8202-0146-1 小澤歯科医院 〒602-8239 075-432-6262小澤　徹 小澤　徹 昭61. 2.12歯   診療所
     京都市上京区大宮通り一条下ル下常　勤:    1 新規 現存
     石橋南半町５０ルミエール・ド　(歯       1) 平28. 2.12
     一条１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8302-0149-5 村上歯科医院 〒602-0000 村上　俊子 村上　俊子 昭62.10.20歯   歯外 診療所
     京都市上京区千本通り寺之内上ル常　勤:    2 新規 現存
     アサヒ百貨２Ｆ (歯       2) 平29.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8402-0151-1 奥村歯科医院 〒602-8493 奥村　洋介 奥村　洋介 昭63. 1. 1歯   診療所
     京都市上京区寺ノ内通浄福寺東入常　勤:    1 新規 現存
     中猪熊町２９６ (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8502-0154-5 松林歯科医院 〒602-8151 松林　顯 松林　顯 平 2. 5.15歯   矯歯 小歯診療所
     京都市上京区日暮通丸太町上ル西常　勤:    1 新規 現存
     入西院町７４７ (歯       1) 平29. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8602-0155-2 久保歯科医院 〒602-8158 久保　清一 久保　清一 平 2. 9. 1歯   診療所
     京都市上京区丸太町通千本東入中常　勤:    1 新規 現存
     務町４９１－８１ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8702-0157-8 水野歯科医院 〒602-8284 075-463-1826水野　昭彦 水野　昭彦 平 4. 1. 1歯   診療所
     京都市上京区千本通中立売上ル西常　勤:    1 新規 現存
     中筋町８ (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8802-0158-6 京都府庁内歯科診療所〒602-8041 小野　裕生 小野　裕生 平 4. 7.18歯   診療所
     京都市上京区下立売通新町西入藪常　勤:    1 新規 現存
     ノ内町１ (歯       1) 平28. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8902-0160-2 加藤歯科医院 〒602-0000 加藤　導孝 加藤　導孝 平 4.12. 1歯   診療所
     京都市上京区衣棚丸太町上ル 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9002-0163-6 安井歯科医院 〒602-8453 安井　正明 安井　正明 平 5. 4.17歯   診療所
     京都市上京区千本通笹屋町下ル２常　勤:    1 新規 現存
     ６９ (歯       1) 平29. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9102-0164-4 宮崎歯科医院 〒602-0000 宮﨑　健 宮﨑　健 平 5.10.13歯   小歯 診療所
     京都市上京区千本通鞍馬口下ル 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10.13
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   9202-0165-1 鈴木歯科診療所 〒602-8148 鈴木　章一郎 鈴木　章一郎 平 5.11.10歯   診療所
     京都市上京区丸太町通堀川西入西常　勤:    1 新規 現存
     丸太町１７３メロディハイム二条(歯       1) 平29.11.10
     城１０２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9302-0168-5 医療法人社団和成会　〒602-8421 075-451-0418医療法人社団和成会　桝　和生 平 7.10. 4歯   矯歯 歯外診療所
     マス歯科医院 京都市上京区上立売通堀川西入芝常　勤:    3マス歯科医院　桝　和 新規 現存
     薬師町６２３ (歯       3)生 平28.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9402-0171-9 松尾歯科医院 〒602-8134 075-841-5888松尾　亮 松尾　亮 平 8.12.20歯   矯歯 小歯診療所
     京都市上京区大宮通丸太町上ル一常　勤:    1 交代 歯外 現存
     町目８４５ (歯       1) 平29.12.20
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9502-0172-7 歯科正木医院 〒602-0093 075-441-1324正木　文浩 正木　文浩 平 9. 3.12歯   矯歯 小歯診療所
     京都市上京区大宮通寺之内上ル前常　勤:    1 新規 歯外 現存
     之町４７９－２ (歯       1) 平30. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9602-0173-5 鈴木歯科医院 〒602-8157 075-811-8711鈴木　雅博 鈴木　雅博 平10. 6.10歯   矯歯 小歯診療所
     京都市上京区千本通丸太町上る東常　勤:    1 交代 歯外 現存
     入小山町９０８－５３ (歯       1) 平28. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9702-0174-3 医療法人明貴会山口歯〒602-0856 075-221-5426医療法人　明貴会　理山口　貴史 平11. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 京都市上京区寺町通荒神口上る荒常　勤:    4事長　山口　貴史 組織変更 歯外 現存
     神町１１０番地２ (歯       4) 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9802-0176-8 川戸歯科医院 〒602-8287 075-417-4656川戸　隆裕 川戸　隆裕 平12. 1. 1歯   小歯 診療所
     京都市上京区中立売通千本東入丹常　勤:    1 新規 現存
     波屋町３４９の１　サンタロ－ビ(歯       1) 平30. 1. 1
     ル２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9902-0178-4 押谷歯科診療所 〒602-8157 075-841-5250押谷　敏之 押谷　敏之 平12. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市上京区千本通下立売下ル小常　勤:    2 交代 歯外 現存
     山町８９７ (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10002-0179-2 奥田歯科 〒602-0044 0722-66-4431奥田　久榮 奥田　久榮 平13. 2. 1歯   診療所
     京都市上京区今出川通小川東入北常　勤:    1 新規 現存
     兼康町３０３　リ－ガル京都御所(歯       1) 平25. 2. 1
     西１０１
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  10102-0180-0 笹井歯科医院 〒602-8071 075-441-5942笹井　優 笹井　優 平14. 5. 1歯   診療所
     京都市上京区新町通中立売下ル仕常　勤:    1 交代 現存
     丁町３３１－３ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10202-0181-8 中川歯科診療所 〒602-8056 075-451-4445中川　徹 中川　徹 平14. 5. 1歯   小歯 診療所
     京都市上京区東堀川通出水上ル三常　勤:    1 移転 現存
     丁目１３－１ (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10302-0183-4 スガノ歯科医院 〒602-0916 075-451-2240菅野　泰典 菅野　泰典 平15. 1. 1歯   診療所
     京都市上京区一条通新町東入ル西常　勤:    1 移転 現存
     日野殿町３８０－１　みどりやビ(歯       1) 平27. 1. 1
     ル１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10402-0184-2 米沢歯科医院 〒602-8372 075-462-2343米沢　直美 米沢　直美 平15. 2.11歯   診療所
     京都市上京区御前通仁和寺街道下常　勤:    1 移転 現存
     ル下竪町１８９－１ (歯       1) 平27. 2.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10502-0185-9 小川歯科医院 〒602-8341 075-461-0754小川　保 小川　保 平15. 3. 1歯   診療所
     京都市上京区七本松通一条下ル三常　勤:    1 交代 現存
     軒町６６－９ (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10602-0186-7 福田歯科医院 〒602-0822 075-231-1577櫻井　和裕 櫻井　和裕 平15. 7. 1歯   歯外 診療所
     京都市上京区出町通今出川上る青常　勤:    2 交代 現存
     龍町２２３ (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10702-0187-5 高畑歯科医院 〒602-0924 075-415-0648高畑　肇 高畑　肇 平15.10. 1歯   診療所
     京都市上京区小川通一条下ル小川常　勤:    1 移転 現存
     町２０７－１ (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10802-0189-1 出町歯科診療所 〒602-0823 075-231-4706鈴木　邦亮 鈴木　邦亮 平16. 1. 1歯   診療所
     京都市上京区河原町今出川西入上常　勤:    2 交代 現存
     ル三芳町１５０－２ (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10902-0191-7 道太歯科医院 〒602-8205 075-451-0365岡　道太 岡　道太 平16. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市上京区中立売通松屋町西入常　勤:    1 新規 歯外 現存
     新白水丸町４６２番地イヌイ星の(歯       1) 平28. 4. 1
     子ハイツ２０６号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11002-0193-3 ｙｏｓｈｉｋｏ歯科ク〒602-0875 075-213-0585寺口　佳子 寺口　佳子 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     リニック 京都市上京区新烏丸丸太町上る信常　勤:    2 新規 現存
     富町３０６－２ (歯       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11102-0194-1 鈴木歯科医院 〒602-0835 075-231-5827鈴木　淳司 鈴木　淳司 平17. 1. 1歯   診療所
     京都市上京区今出川通寺町西入革常　勤:    1 交代 現存
     堂内町５１７ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11202-0196-6 医療法人銀杏会　ファ〒602-8261 075-417-3283医療法人銀杏会　理事中川　宏司 平18. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ミリー小児・矯正歯科京都市上京区中立売通裏門東入多常　勤:    2長　今西　仰 組織変更 現存
     門町４３４番地 (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11302-0197-4 医療法人社団潤和会　〒602-8444 075-441-8668医療法人社団　潤和会前田　潤一郎 平19. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     今出川前田歯科医院 京都市上京区今出川通智恵光院西常　勤:    4　理事長　前田　潤一 組織変更 現存
     入西北小路町２４１番地２　クレ(歯       4)郎 平25. 1. 1
     ステージ今出川通り１０１号 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11402-0199-0 山村歯科医院 〒602-0054 075-415-2525山村　功 山村　功 平19. 4. 1歯   歯外 診療所
     京都市上京区飛鳥井町２６９－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11502-0200-6 やまもと歯科 〒602-0841 075-211-6904山本　賢彦 山本　賢彦 平19. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市上京区梶井町４４８－５５常　勤:    3 移転 現存
     ヴェルデ御所東１階 (歯       3) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11602-0202-2 下田歯科医院 〒602-8157 075-841-6693下田　豊 下田　豊 平20. 7. 1歯   小歯 診療所
     京都市上京区丸太町通千本東入ル常　勤:    2 新規 現存
     小山町９０８－９２　キクチビル(歯       2) 平26. 7. 1
     １Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11702-0203-0 すぎやま歯科クリニッ〒602-0054 075-417-0811杉山　泰之 杉山　泰之 平20. 8. 1歯   歯外 診療所
     ク 京都市上京区今出川通堀川東入飛常　勤:    1 新規 現存
     鳥井町２５２番地フォルム堀川今(歯       1) 平26. 8. 1
     出川１Ｆ１０３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11802-0206-3 山口歯科医院 〒602-8405 075-441-1093山口　貴彦 山口　貴彦 平21. 3.29歯   診療所
     京都市上京区寺ノ内通大宮西入大常　勤:    1 交代 現存
     猪熊町９９ (歯       1) 平27. 3.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11902-0207-1 あや歯科クリニック 〒602-8155 075-822-0101渡邉　彩 渡邉　彩 平21. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都市上京区竹屋町通千本東入主常　勤:    1 新規 歯外 現存
     税町１０２６－１ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12002-0209-7 はらぐち歯科クリニッ〒602-0872 075-253-5005原口　賀光 原口　賀光 平23. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 京都市上京区駒之町５６１－４河常　勤:    1 新規 歯外 現存
     原町スカイマンション１０１号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12102-0211-3 医療法人千槇会　羽田〒602-8326 075-467-2615医療法人千槇会　理事羽田　雅文 平23.10. 3歯   診療所
     歯科医院 京都市上京区今出川通六軒町西入常　勤:    1長　羽田　雅文 組織変更 現存
     西上善寺町１８４番地１　２Ｆ (歯       1) 平29.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12202-0212-1 葛城歯科 〒602-8435 075-441-6872木本　佳菜恵 木本　佳菜恵 平24. 3.29歯   診療所
     京都市上京区元伊佐町２７５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 3.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12302-0213-9 たきの歯科クリニック〒602-0902 075-451-3790 野　雅文 野　雅文 平25. 4. 1歯   歯外 診療所
     京都市上京区烏丸通今出川下る梅常　勤:    1 新規 現存
     屋町　４７５－１３ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12402-0214-7 そえだデンタルクリニ〒602-8264 075-411-9090添田　岳秀 添田　岳秀 平25.11. 5歯   診療所
     ック 京都市上京区上長者町通裏門東入常　勤:    1 新規 現存
     須浜町５７１－２ヴィヴァーチェ(歯       1) 平25.11. 5
     智恵光院１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12502-0216-2 医療法人ふじやま矯正〒602-8033 075-252-5571医療法人ふじやま矯正藤山　光治 平27. 2. 1矯歯 歯   診療所
     歯科 京都市上京区上鍛冶町３２９番地常　勤:    2歯科　理事長　藤山　 新規 現存
     (歯       2)光治 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12602-0217-0 医療法人創成会　出町〒602-0822 075-254-8010医療法人創成会　理事山本　敦之 平28. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     トラスト歯科・矯正歯京都市上京区青龍町２１８　グラ常　勤:    2長　山本　敦之 新規 現存
     科 ンスイート鴨川１Ｆ (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12702-0218-8 御所西歯科　中川クリ〒602-8018 075-417-0060中川　研人 中川　研人 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 京都市上京区衣棚通出水上る御霊常　勤:    1 新規 現存
     町６９ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12802-0219-6 医療法人社団　佳永会〒602-8412 075-366-8253医療法人社団佳永会　籾井　佳子 平28. 8. 1歯   小歯 診療所
     　堀川歯科クリニック京都府京都市上京区堀川通上立売常　勤:    1理事長　籾井　佳子 組織変更 現存
     上る芝之町５１１番地　エバグリ(歯       1) 平28. 8. 1
     ーンヴィラ堀川１階 非常勤:    3
     (歯       3)
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  12902-0220-4 なかむら歯科クリニッ〒602-8411 075-285-2684中村　真弓 中村　真弓 平29.11. 1歯   小歯 診療所
     ク 京都市上京区寺之内通堀川西入東常　勤:    2 新規 現存
     西町４０１ＶＥＧＡ９９９　１Ｆ(歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13002-0221-2 たなか歯科クリニック〒602-8286 075-415-4618田中　誠一 田中　誠一 平30. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都市上京区千本通中立売上る玉常　勤:    1 新規 歯外 現存
     屋町４５ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13103-0139-4 篠原歯科医院 〒604-8847 075-313-4097篠原　裕 篠原　裕 昭42. 3.14歯   診療所
     京都市中京区壬生西土居ノ内町４常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 3.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13203-0145-1 川口歯科医院 〒604-0000 川口　正典 川口　正典 昭44. 1. 1歯   診療所
     京都市中京区二条通室町西入 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13303-0161-8 ツシマ歯科医院 〒604-8261 075-241-0754對馬　具海 對馬　具海 平 7. 3.24歯   診療所
     京都市中京区油小路通御池下ル式常　勤:    1 新規 現存
     阿弥町１３７－１三洋御池ビル４(歯       1) 平28. 3.24
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13403-0168-3 尾上歯科医院 〒604-8491 075-841-5901尾上　徹 尾上　徹 平 5. 1.10歯   診療所
     京都市中京区西ノ京左馬寮町２９常　勤:    1 新規 現存
     －６ (歯       1) 平29. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13503-0175-8 佐久間歯科医院 〒604-8462 075-461-7613佐久間　寛 佐久間　寛 昭49. 1. 9歯   診療所
     京都市中京区西ノ京北円町４７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13603-0181-6 モリ歯科医院 〒604-8454 森　隆秀 森　隆秀 平 4. 5.17歯   診療所
     京都市中京区西ノ京小堀池町８－常　勤:    1 新規 現存
     １　西小路トップハイツ１Ｆ (歯       1) 平28. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13703-0192-3 藤井歯科医院 〒604-0932 藤井　征 藤井　征 昭51. 4. 1歯   診療所
     京都市中京区寺町通二条下ル妙満常　勤:    1 新規 現存
     寺前町４６６ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13803-0199-8 三宅歯科医院 〒604-0875 075-256-2660三宅　晴記 三宅　晴記 昭52. 6. 1歯   診療所
     京都市中京区車屋町通竹屋町上砂常　勤:    1 新規 現存
     金町４０６田丸産業ビル６階 (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13903-0213-7 小林歯科医院 〒604-8031 小林　俊博 小林　俊博 平 6. 4.26歯   診療所
     京都市中京区三条通河原町東入中常　勤:    1 新規 現存
     島町８６鶴ノ井ビル４Ｆ (歯       1) 平30. 4.26
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14003-0214-5 石原歯科医院 〒604-8824 石原　哲 石原　哲 昭57. 5.13歯   診療所
     京都市中京区壬生高樋町２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14103-0216-0 犬石歯科医院 〒604-0001 犬石　隆人 犬石　隆人 昭57. 7. 3歯   診療所
     京都市中京区丸太町通烏丸西入ル常　勤:    1 新規 現存
     南側道場町３－５ (歯       1) 平30. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14203-0218-6 ＯＺ　Ｄｅｎｔａｌ　〒604-0091 075-231-4076小笹　浩之 小笹　浩之 昭58. 1. 1歯   診療所
     Ｃｌｉｎｉｃ 京都市中京区丸太町通西洞院東入常　勤:    2 新規 現存
     梅屋町１６８ (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14303-0223-6 山下歯科医院 〒604-8127 山下　則子 山下　則子 昭59. 1. 1歯   診療所
     京都市中京区堺町通蛸薬師下ル菊常　勤:    1 新規 現存
     屋町５２３－１ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14403-0228-5 木村歯科医院 〒604-8402 木村　恒雄 木村　恒雄 昭60. 5. 1歯   診療所
     京都市中京区聚楽廻西町１１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14503-0230-1 川島歯科医院 〒604-8024 川嶋　好仁 川嶋　好仁 昭60. 9.10歯   小歯 診療所
     京都市中京区河原町四条上ル二筋常　勤:    1 新規 現存
     目東入ル紙屋町３６８ (歯       1) 平24. 9.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14603-0233-5 森澤歯科医院 〒604-8111 森澤　紳 森澤　紳 昭61. 4.11歯   診療所
     京都市中京区三条通高倉東入桝屋常　勤:    1 新規 現存
     町６４ (歯       1) 平28. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14703-0237-6 本多歯科医院 〒604-8236 本多　雅男 本多　雅男 昭62. 6.15歯   診療所
     京都市中京区堀川通錦小路下ル錦常　勤:    1 新規 現存
     堀川町６４９観タワーハウス２Ｆ(歯       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14803-0238-4 浅埜歯科医院 〒604-8494 075-822-4108浅埜　駿 浅埜　駿 昭63. 3. 1歯   診療所
     京都市中京区西ノ京上平町６４－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平30. 3. 1
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  14903-0241-8 太田歯科・矯正歯科 〒604-0842 075-222-0418太田　義之 太田　義之 昭63. 6. 1歯   矯歯 診療所
     京都市中京区押小路通烏丸東入ル常　勤:    2 新規 現存
     西押小路町１０７ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15003-0242-6 朝比奈歯科医院 〒604-8053 朝比奈　泰雄 朝比奈　泰雄 昭63.10. 2歯   診療所
     京都市中京区麸屋町通錦小路下ル常　勤:    1 新規 現存
     桝屋町５１４コリスアルタス２階(歯       1) 平24.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15103-0244-2 遠藤歯科医院 〒604-8151 075-251-1166遠藤　慶子 遠藤　慶子 平元. 2. 2歯   診療所
     京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋常　勤:    1 新規 現存
     弁慶町２２８アオイビル３階 (歯       1) 平28. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15203-0248-3 柳楽歯科医院 〒604-8032 221-6944 柳楽　幸雄 柳楽　幸雄 平元. 6.10歯   診療所
     京都市中京区河原町通六角東入山常　勤:    1 新規 現存
     崎町２５８－３１ (歯       1) 平28. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15303-0249-1 オカモト歯科医院 〒604-8465 岡本　智之 岡本　智之 平 2. 1.20歯   診療所
     京都市中京区西ノ京西円町６－８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15403-0250-9 森歯科医院 〒604-0823 森　章 森　章 平 2. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市中京区竹屋町麸屋町東入ル常　勤:    1 新規 現存
     毘沙門町５４２ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15503-0251-7 おいけ稲川歯科医院 〒604-0943 稲川　健一 稲川　健一 平 2. 4.16歯   診療所
     京都市中京区御池通麸屋町東上白常　勤:    1 新規 現存
     山町２６４　稲川ビル３Ｆ (歯       1) 平29. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15603-0252-5 医療法人　吉岡歯科医〒604-8852 075-842-0418医療法人吉岡歯科医院吉岡　孝 平 5. 7. 2歯   診療所
     院 京都市中京区壬生東大竹町３７ 常　勤:    2　理事長　吉岡　正貴 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15703-0255-8 はやせ歯科医院 〒604-0082 隼瀬　純次 隼瀬　純次 平 5. 9.22歯   小歯 診療所
     京都市中京区西洞院通竹屋町下ル常　勤:    1 新規 現存
     毘沙門町４０８ (歯       1) 平29. 9.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15803-0256-6 橋本歯科医院 〒604-0021 075-231-5548橋本　輝夫 橋本　輝夫 平 4. 1. 1歯   診療所
     京都市中京区押小路通室町西入蛸常　勤:    1 新規 現存
     薬師町２９３－２ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15903-0258-2 三木歯科医院 〒604-8404 三木　健史 三木　健史 平 4. 4.20歯   診療所
     京都市中京区聚楽廻東町１５　グ常　勤:    1 新規 現存
     ランドムール聚楽１Ｆ (歯       1) 平28. 4.20
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  16003-0260-8 錦歯科診療所 〒604-8145 252-5418 高城　相玉 高城　相玉 平 4. 9. 1歯   診療所
     京都市中京区東洞院通蛸薬師下ル常　勤:    1 新規 現存
     元竹田町６３１－４エステートビ(歯       1) 平28. 9. 1
     ル四条烏丸１０１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16103-0261-6 渡辺歯科医院 〒604-8344 渡邉　宏 渡邉　宏 平 5. 1. 8歯   診療所
     京都市中京区大宮通六角下ル六角常　勤:    1 新規 現存
     大宮町２３４ (歯       1) 平29. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16203-0264-0 くりた歯科医院 〒604-0000 栗田　和則 栗田　和則 平 5. 5. 1歯   診療所
     京都市中京区錦小路通室町西入ル常　勤:    1 新規 現存
     ２８２アウスハイレン栗田１Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16303-0270-7 クシモト矯正歯科 〒604-8155 串本　一男 串本　一男 平 6. 7. 3矯歯 診療所
     京都市中京区錦小路烏丸西入占出常　勤:    1 新規 現存
     山町３１１アニマート錦３０１ (歯       1) 平30. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16403-0272-3 たかあき歯科医院 〒604-0924 溝尻　貴章 溝尻　貴章 平 6. 7.11歯   小歯 診療所
     京都市中京区河原町通二条下ル一常　勤:    2 新規 現存
     之船入町５３７番地の４　京都ホ(歯       2) 平30. 7.11
     テルオ－クラＢ１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16503-0276-4 中村歯科医院 〒604-8124 075-211-4611中村　匡 中村　匡 平 7. 3.22歯   診療所
     京都市中京区高倉通四条上ル帯屋常　勤:    1 新規 現存
     町５７４高倉ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16603-0279-8 藤本歯科口腔外科医院〒604-8143 藤本　久夫 藤本　久夫 平 8. 5.20歯外 診療所
     京都市中京区東洞院通四条上ル西常　勤:    1 新規 現存
     入ル阪東屋町 (歯       1) 平29. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16703-0281-4 長谷川歯科 〒604-8805 075-841-8148長谷川　暢久 長谷川　暢久 平 9. 4. 9歯   小歯 診療所
     京都市中京区壬生馬場町１９－１常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16803-0283-0 かおり歯科医院 〒604-8483 075-822-5171山田　香 山田　香 平 9. 7. 7歯   診療所
     京都市中京区西ノ京南上合町２８常　勤:    2 新規 現存
     ヴェルデ春日１０１ (歯       2) 平30. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16903-0284-8 山内歯科医院 〒604-8852 075-822-9295山内利一郎 山内　利一郎 平 9. 9. 1歯   歯外 診療所
     京都市中京区壬生東大竹町２１番常　勤:    1 新規 現存
     地１ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17003-0286-3 川村歯科医院 〒604-8111 075-211-8213李一喜（川村憲司） 李一喜（川村憲司） 平 9.10.29歯   診療所
     京都市中京区三条通高倉東入ル枡常　勤:    1 新規 休止
     屋町５７京都三条ビル１Ｆ (歯       1) 平24.10.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17103-0291-3 俣野歯科医院 〒604-8437 075-841-3284俣野　明彦 俣野　明彦 平11. 1. 5歯   小歯 歯外診療所
     京都市中京区西ノ京東中合町１５常　勤:    1 新規 現存
     番地 (歯       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17203-0292-1 上松歯科医院 〒604-0044 075-221-6011上松　隆雄 上松　隆雄 平11. 1. 5歯   診療所
     京都市中京区御池通小川西入下古常　勤:    1 交代 現存
     城町３９８　ロイヤルプラザ御池(歯       1) 平29. 1. 5
     １Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17303-0294-7 たけざわ歯科医院 〒604-8454 075-813-3215竹澤　保政 竹澤　保政 平11. 3.17歯   小歯 矯歯診療所
     京都市中京区西ノ京小堀池町１番常　勤:    3 新規 現存
     地　サンロード・朱雀１Ｆ (歯       3) 平29. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17403-0295-4 横田歯科口腔外科医院〒604-0876 075-213-5522横田　幸治 横田　幸治 平11. 6. 1歯外 歯   診療所
     京都市中京区丸太町通烏丸東入ル常　勤:    1 新規 現存
     光リ堂町４２０京都インペリアル(歯       1) 平29. 6. 1
     ビル３Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17503-0298-8 のうか歯科医院 〒604-8123 075-221-0509苗加　好弘 苗加　好弘 平11.11. 1歯   診療所
     京都市中京区堺町通錦小路下ル八常　勤:    1 新規 現存
     百屋町５５３番地 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17603-0299-6 医療法人明貴会三条山〒604-8031 075-255-4649医療法人明貴会　理事山下　順司 平11.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     口歯科医院 京都市中京区三条河原町下ル大黒常　勤:    2長　山口　貴史 新規 歯外 現存
     町７１番地の２１　ＣＴビ－チビ(歯       2) 平29.11. 1
     ル３階 非常勤:   11
     (歯      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17703-0300-2 太田歯科医院 〒604-8004 075-223-0648太田　邦雄 太田　邦雄 平11.12. 1歯   診療所
     京都市中京区三条通河原町東入ル常　勤:    1 移転 現存
     中島町１１３番地　三条大橋近江(歯       1) 平29.12. 1
     屋ビル２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17803-0306-9 京都歯科サービスセン〒604-8418 075-812-8493一般社団法人京都府歯水野　和子 平12. 9. 1歯   診療所
     ター中央診療所 京都市中京区西ノ京東栂尾町１番常　勤:    3科医師会　会長　安岡 移転 現存
     地 (歯       3)　良介 平24. 9. 1
     非常勤:   59
     (歯      59)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17903-0307-7 ゆうすけ歯科医院 〒604-0903 075-212-7500森　裕介 森　裕介 平12.10. 1歯   診療所
     京都市中京区河原町通夷川上る指常　勤:    1 新規 現存
     物町３２５　ジョリ－コ－ト・ノ(歯       1) 平24.10. 1
     ムラ１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18003-0309-3 しもむら歯科医院 〒604-8161 075-222-6963下村　典也 下村　典也 平13. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市中京区烏丸通六角上る饅頭常　勤:    1 新規 現存
     屋町６１７－５Ｆ (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18103-0310-1 竹内歯科診療所 〒604-8086 075-221-5617竹内　正美 竹内　正美 平13. 6.18歯   矯歯 小歯診療所
     京都市中京区御幸町通三条上ル丸常　勤:    1 移転 歯外 現存
     屋町３１７ (歯       1) 平25. 6.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18203-0313-5 にしで矯正歯科クリニ〒604-8436 075-803-3551西出　いづみ 西出　いづみ 平14. 1. 1矯歯 歯   診療所
     ック 京都市中京区西ノ京下合町１１　常　勤:    1 新規 現存
     島津メディカルプラザ４Ｆ (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18303-0314-3 永田歯科医院・矯正歯〒604-8004 075-241-1809永田　賢司 永田　賢司 平14. 3.15矯歯 診療所
     科 京都市中京区三条河原町東入ル中常　勤:    1 移転 現存
     島町７８－８０明治屋京都ビル６(歯       1) 平26. 3.15
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18403-0315-0 神原歯科医院 〒604-0903 075-231-2209髙谷　建一郎 髙谷　建一郎 平14. 4. 1歯   診療所
     京都市中京区河原町夷川上ル指物常　勤:    1 交代 現存
     町３３０－３ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18503-0316-8 菅原歯科医院 〒604-8242 075-221-3926菅原　健児 菅原　健児 平14. 4.20歯   小歯 歯外診療所
     京都市中京区西洞院通六角上る柳常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     水町９３ (歯       1) 平26. 4.20
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18603-0317-6 河野歯科医院 〒604-8854 075-841-2358河野　亘 河野　亘 平14. 5. 1歯   診療所
     京都市中京区壬生仙念町２２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18703-0318-4 医療法人社団孔雀会　〒604-0924 075-252-3238医療法人社団　孔雀会今西　仰 平14. 6. 1矯歯 歯   小歯診療所
     キョート矯正歯科クリ京都市中京区河原町通二条下ル一常　勤:    2　理事長　井上　龍治 新規 歯外 現存
     ニック 之船入町５３７番地の４　京都ホ(歯       2) 平26. 6. 1
     テルＢ１ 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18803-0319-2 スズキ歯科医院 〒604-8175 075-211-7007鈴木　宏宗 鈴木　宏宗 平14. 5.28歯   矯歯 小歯診療所
     京都市中京区室町御池下る円福寺常　勤:    1 交代 歯外 現存
     町３５４の２ (歯       1) 平26. 5.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18903-0324-2 斉藤歯科医院 〒604-8811 075-811-5770斉藤　至紀 斉藤　至紀 平15. 2. 1歯   診療所
     京都市中京区壬生賀陽御所町３－常　勤:    1 交代 現存
     １　京都幸ビル３階 (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19003-0325-9 うえむら歯科医院 〒604-0983 075-212-0846上村　学 上村　学 平15. 6. 1歯   診療所
     京都市中京区麩屋町通夷川上る笹常　勤:    2 新規 現存
     屋町４６７ (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19103-0326-7 たきおか歯科クリニッ〒604-8845 075-322-0418 岡　満 岡　満 平15. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 京都市中京区壬生東高田町３０番常　勤:    1 新規 現存
     地 (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19203-0335-8 福島歯科医院 〒604-8421 075-821-8212福島　磨里 福島　磨里 平17. 3. 1歯   歯外 診療所
     京都市中京区西ノ京永本町１７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19303-0337-4 安田歯科医院 〒604-0941 075-254-0333安田　久理人 安田　久理人 平17. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市中京区御幸町通御池上ル亀常　勤:    1 新規 現存
     屋町３７５－１ネバーランド御幸(歯       1) 平29. 8. 1
     町御池１階 非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19403-0338-2 医療法人　吉川デンタ〒604-8172 075-211-7922医療法人　吉川デンタ吉川　宏一 平17.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ルクリニック 京都市中京区烏丸通姉小路下ル場常　勤:    2ルクリニック　理事長 組織変更 現存
     之町５９９番地ＣＵＢＥ　ＯＩＫ(歯       2)　吉川　宏一 平29.10. 1
     Ｅビル２Ｆ 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19503-0339-0 きたはら歯科 〒604-8381 075-822-2020北原　慎治 北原　慎治 平18. 2. 2歯   矯歯 小歯診療所
     京都市中京区西ノ京職司町２６ 常　勤:    2 移転 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 2. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  19603-0340-8 かながわ矯正歯科 〒604-8418 075-822-2345金川　武市 金川　武市 平18. 3.20矯歯 診療所
     京都市中京区西ノ京東栂尾町３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19703-0341-6 あおき歯科 〒604-8423 075-822-6801青木　秀記 青木　秀記 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     京都市中京区西ノ京西月光町６２常　勤:    1 新規 現存
     －１ムーンライト三条１Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19803-0344-0 こじま歯科医院 〒604-8871 075-811-1980小島　淳一 小島　淳一 平18. 8. 1歯   小歯 診療所
     京都市中京区壬生朱雀町１番地の常　勤:    1 新規 現存
     ２１ボナール・レーブ１階 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19903-0345-7 近藤歯科医院 〒604-8804 075-841-1380近藤　崇 近藤　崇 平19. 1. 1歯   診療所
     京都市中京区壬生坊城町６６－２常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20003-0346-5 ももい矯正歯科クリニ〒604-0871 075-212-8110桃井　裕 桃井　裕 平19. 6. 1矯歯 診療所
     ック 京都市中京区三本木町４３９－３常　勤:    2 新規 現存
     ビュロー御所南１Ｆ (歯       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20103-0347-3 木屋町近藤歯科医院 〒604-8015 075-221-0655近藤　洋文 近藤　洋文 平19. 9. 1歯   診療所
     京都市中京区木屋町通四条上ル鍋常　勤:    1 交代 現存
     屋町２１６ (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20203-0348-1 出口歯科医院 〒604-8333 075-841-5605出口　昌治 出口　昌治 平19.10. 1歯   診療所
     京都市中京区岩上通り三条下る下常　勤:    1 新規 現存
     八文字町６９０ (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20303-0350-7 わだ歯科クリニック 〒604-8854 075-803-6318和田　匡史 和田　匡史 平20. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市中京区壬生仙念町９番西院常　勤:    1 新規 現存
     ホームズＡ棟１階 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20403-0351-5 にしぼり歯科医院 〒604-0023 075-222-7888西堀　邦彦 西堀　邦彦 平20. 4. 1歯   診療所
     京都市中京区御池通室町西入西横常　勤:    2 移転 現存
     町１８１番地ツインシス御池１・(歯       2) 平26. 4. 1
     ２階 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20503-0352-3 六角井上歯科クリニッ〒604-8211 075-253-1166井上　雅之 井上　雅之 平20. 4. 1歯   診療所
     ク 京都市中京区六角通室町西入ル玉常　勤:    1 移転 現存
     蔵町１２３ＡＭＩ六角室町１階 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20603-0354-9 あららぎ歯科クリニッ〒604-8437 075-822-0315蘭　源太郎 蘭　源太郎 平20. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 京都市中京区西ノ京東中合町５６常　勤:    2 交代 歯外 現存
     番地パレット御池１Ｆ６号 (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20703-0355-6 川村デンタルクリニッ〒604-8153 075-222-1696川村　邦雄 川村　邦雄 平20. 8. 1歯   診療所
     ク 京都市中京区烏丸通四条上ル笋町常　勤:    1 交代 現存
     ６８２梅軒ビル５階 (歯       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20803-0356-4 葵診療所歯科 〒604-0084 075-231-9696松井　勇樹 松井　勇樹 平20. 9. 1歯   歯外 矯歯診療所
     京都市中京区河原町通二条下る２常　勤:    1 移転 小歯 現存
     丁目下丸屋町３９７Ｙ・Ｊ・Ｋビ(歯       1) 平26. 9. 1
     ル４Ｆ 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20903-0357-2 ゆり歯科医院 〒604-8182 075-255-4435山下　有里 山下　有里 平20.10. 1歯   診療所
     京都市中京区堺町通姉小路下る大常　勤:    1 新規 現存
     阪材木町６８６番１の２　京都屋(歯       1) 平26.10. 1
     ビル２Ｆ・３Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21003-0359-8 たかぎ歯科医院 〒604-8472 075-432-7650高木　康里 高木　康里 平21. 5. 1歯   小歯 診療所
     京都市中京区西ノ京北壺井町４７常　勤:    1 新規 現存
     グラシィアス円町１階 (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21103-0360-6 医療法人悠歯会　御池〒604-8171 075-254-7830医療法人悠歯会　理事中江　知久 平21. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科クリニック 京都市中京区烏丸御池下る虎屋町常　勤:    1長　西川　洋一 新規 歯外 現存
     ５６６－１井門明治安田生命ビル(歯       1) 平27. 7. 1
     １階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21203-0361-4 医療法人金平会　三条〒604-8006 075-241-0817医療法人金平会　理事河 　貴展 平21. 7. 1歯   歯外 診療所
     河原町デンタルクリニ京都市中京区河原町通二条下る二常　勤:    1長　金平　俊毅 組織変更 現存
     ック 丁目下丸屋町４０７番地２　ルー(歯       1) 平27. 7. 1
     ト河原町３階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21303-0362-2 医療法人社団洛歯会　〒604-8153 075-229-6677医療法人社団洛歯会　市岡　千加世 平21.10. 1歯   診療所
     デンタルクリニック笋京都市中京区烏丸通四条上ル笋町常　勤:    1理事長　中田　光太郎 新規 現存
     ６８８番地第１５長谷ビル２Ｆ (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21403-0363-0 大橋歯科医院 〒604-8044 075-221-2501大橋　芳夫 大橋　芳夫 平22. 1. 1歯   診療所
     京都市中京区御幸町通四条上る大常　勤:    2 交代 現存
     日町４２４番地 (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21503-0364-8 烏丸おいけ歯科クリニ〒604-8187 075-708-8674土谷　裕男 土谷　裕男 平22. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 京都市中京区東洞院通御池下る笹常　勤:    1 新規 現存
     屋町４３６－２シカタディスビル(歯       1) 平28. 5. 1
     ディング２Ｆ 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21603-0366-3 もりや歯科医院 〒604-8365 075-813-3388森家　一貴 森家　一貴 平22.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市中京区四条大宮西入錦大宮常　勤:    1 移転 現存
     町１１６番地プラネシア阪急大宮(歯       1) 平28.12. 1
     ビル　サウス２Ｆ－Ａ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21703-0368-9 烏丸ビューティーデン〒604-0832 075-213-6474奥村　令子 奥村　令子 平23. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     タルクリニック 京都市中京区間之町通二条下る鍵常　勤:    2 移転 現存
     屋町４８１－４プチパレス烏丸御(歯       2) 平29. 1. 1
     池１階 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21803-0369-7 岩瀬歯科医院 〒604-8143 075-221-2761岩瀨　正尊 岩瀨　正尊 平23. 1. 1歯   診療所
     京都市中京区東洞院通四条上ル阪常　勤:    3 交代 現存
     東屋町６５７の１ (歯       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21903-0370-5 愛歯科医院 〒604-8152 075-222-8211金　明善 金　明善 平23. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都市中京区烏丸通蛸薬師下ル手常　勤:    2 移転 歯外 現存
     洗水町６５０番四条烏丸スタービ(歯       2) 平29. 3. 1
     ル２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22003-0373-9 和田歯科医院 〒604-0836 075-251-1180和田　栄伸 和田　栄伸 平23. 4.13歯   診療所
     京都市中京区東洞院通御池上ル船常　勤:    1 交代 現存
     屋町４１５プレシャス御池１Ｆ (歯       1) 平29. 4.13
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22103-0374-7 山本歯科口腔外科医院〒604-8035 075-231-1159山本　博充 山本　博充 平23. 7. 1歯外 歯   小歯診療所
     京都市中京区新京極通六角下る東常　勤:    1 新規 現存
     入桜之町４４６番地 (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  22203-0375-4 米沢歯科医院 〒604-8455 075-811-0456米沢　篤 米沢　篤 平23. 7. 1歯   小歯 診療所
     京都市中京区西ノ京藤ノ木町１－常　勤:    1 交代 現存
     ２２ (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22303-0378-8 宮本歯科医院 〒604-0087 075-222-0648宮本　義弘 宮本　義弘 平23. 7. 1歯   診療所
     京都市中京区丸太町通小川東入横常　勤:    2 交代 現存
     鍛冶町１１０番地 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22403-0379-6 リモデンタルクリニッ〒604-8143 075-221-6706小川　智功 小川　智功 平23.10. 1歯   診療所
     ク 京都市中京区東洞院通り四条上ル常　勤:    2 新規 現存
     阪東屋町６６７－１プラスパー河(歯       2) 平29.10. 1
     野ビル４階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22503-0380-4 西川デンタルクリニッ〒604-8084 075-223-5855西川　 信 西川　 信 平24. 1. 1歯   診療所
     ク 京都市中京区富小路通三条上ル福常　勤:    1 新規 現存
     長町１０１ＳＡＣＲＡ　ＡＮＮＥ(歯       1) 平30. 1. 1
     Ｘ２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22603-0381-2 医療法人緑和会　四条〒604-8152 075-253-6685医療法人緑和会　理事田中　祐介 平24. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     烏丸グリーン歯科 京都府京都市中京区烏丸通錦小路常　勤:    1長　古市　嘉秀 新規 歯外 現存
     上ル手洗水町６７０番地　京都フ(歯       1) 平30. 4. 1
     クトクビル２階 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22703-0383-8 たかはし歯科医院 〒604-8463 075-463-3119高橋　徹 高橋　徹 平25. 3. 1歯   矯歯 診療所
     京都府京都市中京区西ノ京円町５常　勤:    2 移転 現存
     －４ (歯       2) 平25. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22803-0384-6 医療法人社団翔志会た〒604-8861 075-842-2222医療法人社団翔志会た武知　幸久 平25. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     けち歯科クリニック 京都府京都市中京区壬生神明町１常　勤:   10けち歯科クリニック　 移転 現存
     番地３９ａｒｔｉｃｌｅｓ１Ｆ (歯      10)理事長　武知　幸久 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22903-0385-3 アリスデンタルクリニ〒604-8804 075-802-2838中村　岳司 中村　岳司 平25. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ック 京都市中京区壬生坊城町２０スィ常　勤:    1 交代 現存
     ンクファーストビル２，３，４階(歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23003-0386-1 中村歯科医院 〒604-8206 075-211-7080中村　大輔 中村　大輔 平25. 9.10歯   小歯 歯外診療所
     京都市中京区新町通三条上ル町頭常　勤:    1 交代 現存
     町１１２菊三ビル１階 (歯       1) 平25. 9.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23103-0387-9 なかい歯科 〒604-0916 075-252-1020中居　伸行 中居　伸行 平26. 1. 6歯   歯外 診療所
     京都市中京区寺町通二条上ル要法常　勤:    2 移転 現存
     寺前町７２４－１ (歯       2) 平26. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23203-0388-7 並河歯科医院 〒604-8131 075-744-1971並河　克之 並河　克之 平26. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市中京区三条通東洞院東入ル常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     菱屋町３３珠光ビル３Ｆ (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23303-0389-5 いわみ歯科クリニック〒604-8452 075-462-9722岩見　行晃 岩見　行晃 平26. 5. 1歯   小歯 診療所
     京都市中京区西ノ京伯楽町２２番常　勤:    2 新規 現存
     地７ (歯       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23403-0391-1 岩崎歯科医院 〒604-8336 075-841-0201岩﨑　万喜子 岩﨑　万喜子 平26. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市中京区三条大宮町２４７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23503-0392-9 すざく小林歯科 〒604-8871 075-823-5884小林　達也 小林　達也 平27. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都市中京区壬生朱雀町２－１３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     　朱雀Ｋ’ｓビル２階 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23603-0393-7 川村歯科医院 〒604-0862 075-256-0622川村　謙輔 川村　謙輔 平27.11. 1歯   診療所
     京都市中京区烏丸通夷川上る少将常　勤:    2 交代 現存
     井町２２２シカタオンズビルディ(歯       2) 平27.11. 1
     ング２０１号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23703-0394-5 御所南しげおかデンタ〒604-0857 075-746-4617重岡　修司 重岡　修司 平28. 4. 1歯   歯外 診療所
     ルオフィス 京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵常　勤:    1 新規 現存
     屋町２５８コープ御所南ビル２Ｆ(歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23803-0395-2 医療法人福地歯科医院〒604-0825 075-253-3159医療法人福地歯科医院福地　淳二 平28. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     京都市中京区御池通柳馬場西入御常　勤:    1　理事長　福地　淳二 組織変更 小歯 現存
     所八幡町２３１番地シカタカトル(歯       1) 平28. 4. 1
     ズビルディング２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23903-0396-0 アキヤマ歯科医院 〒604-8035 075-213-3339陳　資史 陳　資史 平28. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     京都市中京区新京極通三条下る桜常　勤:    1 新規 現存
     之町４０６番地明山ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24003-0397-8 藤村歯科医院 〒604-8006 075-223-5818藤村　伸吾 藤村　伸吾 平28. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市中京区河原町通り三条上る常　勤:    2 交代 現存
     西側グリントランドビル２Ｆ (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24103-0398-6 こもり歯科医院 〒604-8172 075-744-6933小森　由子 小森　由子 平28. 8. 1歯   小歯 診療所
     京都市中京区烏丸通三条上ル場之常　勤:    1 新規 現存
     町５９２メディナ烏丸御池２Ｆ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24203-0399-4 あきデンタルクリニッ〒604-8414 075-841-8188尾﨑　明子 尾﨑　明子 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 京都市中京区西ノ京小倉町１３８常　勤:    1 新規 現存
     シャルール・デュ・ボワ二条１Ｆ(歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24303-0400-0 川歯科医院 〒604-8847 075-950-0488 川　吉尚 川　吉尚 平28.10. 1歯   小歯 診療所
     京都市中京区壬生西土居ノ内町１常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24403-0401-8 おおうち歯科クリニッ〒604-0076 075-252-2860大内　健二郎 大内　健二郎 平28.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 京都市中京区東堀川通り竹屋町上常　勤:    1 新規 歯外 現存
     る七町目１３番地 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24503-0402-6 なかお七本松歯科クリ〒604-8375 075-801-9822中尾　篤司 中尾　篤司 平29. 6. 1歯   診療所
     ニック 京都市中京区西ノ京池ノ内町１６常　勤:    2 移転 現存
     －４１京都友禅館ビル２Ｆ (歯       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24603-0403-4 堀川歯科医院 〒604-8402 075-822-0648堀川　正弘 堀川　正弘 平30. 1. 1歯   診療所
     京都市中京区聚楽廻西町１８８番常　勤:    1 交代 現存
     地の３３ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24703-0404-2 医療法人社団　大栄会〒604-8437 075-432-7593医療法人社団大栄会　岩田　正己 平30. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     　西大路御池デンタル京都市中京区西ノ京東中合町４６常　勤:    1理事長　清水　睦博 新規 現存
     クリニック フィル・パーク京都西大路御池駅(歯       1) 平30. 2. 1
     前１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24803-0405-9 医療法人晴雄会　加納〒604-0835 075-222-1207医療法人晴雄会　理事加納　 也 平30. 2. 1歯   小歯 診療所
     デンタルクリニック 京都市中京区御池通間之町東入る常　勤:    1長　加納　 也 組織変更 現存
     高宮町２０６御池ビル７Ｆ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24903-0406-7 西ノ京ふなき歯科クリ〒604-8452 075-467-1180舟木　健 舟木　健 平30. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ニック 京都市中京区西ノ京伯楽町２２番常　勤:    1 新規 現存
     地１　１階 (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25004-0093-1 濵田歯科医院 〒600-8319 濵田　毅 濵田　毅 昭38.12.13歯   診療所
     京都市下京区若宮通七条上ル竹屋常　勤:    1 新規 現存
     町６８１－１ (歯       1) 平29.12.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25104-0149-1 平岡歯科医院 〒600-8327 平岡　徳雄 平岡　徳雄 昭52. 4. 1歯   診療所
     京都市下京区西洞院通四条下ル 常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25204-0153-3 中村歯科医院 〒600-8138 中村　亮一 中村　亮一 昭53. 1. 1歯   診療所
     京都市下京区大宮通松原下ル 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25304-0171-5 山上歯科診療所 〒600-8216 075-343-0731山上　哲贒 山上　哲贒 平 6.12. 1歯   歯外 診療所
     京都市下京区塩小路通烏丸西入新常　勤:    2 新規 現存
     京都センタービル５Ｆ (歯       2) 平27.12. 6
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25404-0193-9 竹内歯科医院 〒600-8138 竹内　敬博 竹内　敬博 昭62. 2. 5歯   診療所
     京都市下京区大宮通四条下ル日本常　勤:    1 新規 現存
     生命四条大宮ビル２階 (歯       1) 平29. 2. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25504-0199-6 川村歯科診療所 〒600-8001 川村　賀行 川村　賀行 平 6.10. 1歯   矯歯 診療所
     京都市下京区四条通河原町真町５常　勤:    1 新規 現存
     ２　高島屋６階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25604-0203-6 山下歯科医院 〒600-8176 075-351-8998山下　正純 山下　正純 平元. 6. 7歯   診療所
     京都市下京区烏丸通六条下ル北町常　勤:    1 新規 現存
     １８３－２烏丸河井ビル３Ｆ (歯       1) 平28. 6. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25704-0205-1 ニシダ歯科 〒600-8383 075-811-1230西田　耕畝 西田　耕畝 平元.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市下京区大宮通綾小路下ル綾常　勤:    1 新規 現存
     大宮町６０シェルハイム中塚１０(歯       1) 平28.12. 1
     １号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25804-0206-9 若松歯科医院 〒600-8499 若松　譲治 若松　譲治 平 2. 6.18歯   診療所
     京都市下京区四条通堀川西入唐津常　勤:    1 新規 現存
     屋町５３４ (歯       1) 平29. 6.18



 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    28 頁

  25904-0212-7 医療法人社団愛泉会　〒600-8216 075-371-0998医療法人社団愛泉会　山本　晴彦 平 6. 1. 1歯   小歯 診療所
     山本歯科医院 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩常　勤:    9理事長　山本　晴彦 新規 現存
     小路町７３５　京阪京都ビル３階(歯       9) 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26004-0214-3 尾関歯科診療所 〒600-8027 尾関　進 尾関　進 平 3. 1. 7歯   診療所
     京都市下京区西木屋町通松原下ル常　勤:    1 新規 現存
     難波町４１０ (歯       1) 平30. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26104-0217-6 医療法人洗心会　玉置〒600-8182 075-351-5402医療法人洗心会　玉置玉置　敏夫 平 7. 4. 1歯   診療所
     歯科診療所 京都市下京区間ノ町通り五条下ル常　勤:    1歯科診療所　理事長　 新規 現存
     ２丁目塗師屋町１２３ (歯       1)玉置　敏夫 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26204-0218-4 内田歯科医院 〒600-8891 075-313-5000内田　勝己 内田　勝己 平 4.11.11歯   診療所
     京都市下京区西七条東八反田町３常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平28.11.11
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26304-0221-8 医療法人社団橋本会　〒600-8408 075-351-4501医療法人社団　橋本会橋本　佳也子 平 8. 3. 1歯   矯歯 診療所
     五条はしもと歯科・矯京都市下京区東洞院通五条上ル深常　勤:    1　理事長　橋本　登 新規 現存
     正歯科 草町５８６－２ (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26404-0224-2 宅間歯科医院 〒600-8104 宅間　巖 宅間　巖 平 5. 9.21歯   診療所
     京都市下京区五条通東洞院東入ル常　勤:    1 新規 現存
     万寿寺町１３７ (歯       1) 平29. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26504-0228-3 尚歯科口腔外科医院 〒600-8211 足立　尚 足立　尚 平 6. 5.12歯   歯外 診療所
     京都市下京区七条通烏丸東入ル真常　勤:    1 新規 現存
     苧屋町２０７ネオフィス七条烏丸(歯       1) 平30. 5.12
     ビル６階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26604-0234-1 河村歯科医院 〒600-8812 312-7700 河村　道夫 河村　道夫 平 7.10. 6歯   診療所
     京都市下京区中堂寺北町３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26704-0239-0 竹内歯科医院 〒600-8864 075-312-9255竹内　正幸 竹内　正幸 平 8.11.29矯歯 歯   診療所
     京都市下京区七条御所ノ内南町８常　勤:    1 その他 現存
     ７ (歯       1) 平29.11.29
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  26804-0244-0 大橋歯科診療所 〒600-8415 075-351-0215大橋　政博 大橋　政博 平10. 4.11歯   診療所
     京都市下京区烏丸通松原上ル東側常　勤:    1 移転 現存
     因幡堂町６７７ＩＳＵＫＥビル２(歯       1) 平28. 4.11
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26904-0245-7 川﨑歯科診療所 〒600-8882 075-322-8556川﨑　正人 川﨑　正人 平10. 7. 7歯   診療所
     京都市下京区西七条比輪田町４番常　勤:    2 新規 現存
     地 (歯       2) 平28. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27004-0246-5 豊田歯科医院 〒600-8856 075-313-4258豊田　美智子 豊田　美智子 平10.10. 7歯   診療所
     京都市下京区梅小路本町５６ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27104-0247-3 たかたに歯科医院 〒600-8373 075-813-2888高谷　卓 高谷　卓 平11. 2.10歯   診療所
     京都市下京区五条通大宮西入る下常　勤:    1 新規 現存
     五条町４３５－５ (歯       1) 平29. 2.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27204-0248-1 村井歯科医院 〒600-8009 075-212-4618村井　健二 村井　健二 平11. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市下京区四条烏丸西入ル函谷常　勤:    2 新規 現存
     鉾町８３田源ビル３Ｆ (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27304-0249-9 西大路トヨダ歯科 〒600-8884 075-311-1107豊田　理 豊田　理 平12. 1. 1歯   診療所
     京都市下京区西七条南衣田町５１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27404-0251-5 西村歯科医院 〒600-8041 075-351-2115西村　朋浩 西村　朋浩 平12. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市下京区麸屋町通四条下る八常　勤:    1 移転 現存
     文字町３５５番地１ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27504-0253-1 医療法人　泰歯会　四〒600-8007 075-253-6487医療法人　泰歯会　理宮本　泰和 平14. 1. 4歯   歯外 診療所
     条烏丸歯科クリニック京都市下京区四条通高倉西入る立常　勤:    4事長　宮本　泰和 その他 現存
     売西町７６番地　アソベビル３Ｆ(歯       4) 平26. 1. 4
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27604-0257-2 医療法人社団　聖歯会〒600-8871 075-314-1348医療法人社団　聖歯会梅津　俊広 平15. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　梅津歯科医院 京都市下京区西七条北東野町２４常　勤:    1　理事長　梅津　俊広 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  27704-0259-8 きむら歯科医院 〒600-8854 075-312-4182木村　剛 木村　剛 平15.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市下京区梅小路西中町１－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27804-0260-6 出口歯科医院 〒600-8389 075-841-4761出口　明 出口　明 平16. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市下京区四条大宮町２３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27904-0261-4 平野歯科医院 〒600-8471 075-221-4934平野　裕之 平野　裕之 平16. 7. 1歯   診療所
     京都市下京区四条通西洞院東入新常　勤:    2 交代 現存
     釜座町７１６ (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28004-0262-2 医療法人　小坂壬生川〒600-8806 075-343-5027医療法人　小坂壬生川小坂　一博 平16. 7. 1歯   診療所
     歯科医院 京都市下京区中堂寺壬生川町５番常　勤:    1歯科医院　理事長　小 組織変更 現存
     ６ (歯       1)坂　一博 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28104-0265-5 長砂歯科医院 〒600-8090 075-351-3736長砂　光昭 長砂　光昭 平17. 1. 1歯   診療所
     京都市下京区綾小路通東洞院西入常　勤:    1 交代 現存
     竹屋之町２７５番地 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28204-0271-3 河原町歯科医院 〒600-8002 075-251-1024太田　道夫 太田　道夫 平19. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市下京区四条通寺町東入ル御常　勤:    1 交代 歯外 現存
     旅町４０番地京都セントラルイン(歯       1) 平25. 3. 1
     ホテル地下１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28304-0273-9 しばのデンタルクリニ〒600-8387 075-813-5123芝野　潤 芝野　潤 平19. 5.30歯   小歯 診療所
     ック 京都市下京区高辻大宮町１３３　常　勤:    1 移転 現存
     グレース大宮１Ｆ (歯       1) 平25. 5.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28404-0277-0 友愛 田歯科医院 〒600-8216 075-361-2811 田　修造 田　修造 平20. 2.25歯   矯歯 診療所
     京都市下京区烏丸通七条下ル東塩常　勤:    2 交代 現存
     小路町７２１番地の１京都タワー(歯       2) 平26. 2.25
     ビル３階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28504-0278-8 医療法人叡晋会　安田〒600-8208 075-344-0118医療法人叡晋会　安田鄭　和広（安田和善）平20. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 京都市下京区小稲荷町８５番地１常　勤:    2歯科医院　理事長　鄭 組織変更 歯外 現存
     ３ (歯       2)　和広（安田和善） 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28604-0279-6 伊藤デンタルクリニッ〒600-8405 075-352-8014伊藤　克行 伊藤　克行 平20. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 京都市下京区万寿寺通高倉通西入常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     万寿寺中之町７９番地２　ブレッ(歯       1) 平26. 5. 1
     ドガーデン１Ｆ 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28704-0281-2 下村歯科医院 〒600-8462 075-351-0813下村　太郎 下村　太郎 平21. 3. 1歯   診療所
     京都市下京区西洞院通仏光寺下る常　勤:    2 交代 現存
     本柳水町７７５番地 (歯       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28804-0283-8 岡部歯科クリニック 〒600-8492 075-241-3847岡部　一孝 岡部　一孝 平21.11. 1歯   歯外 診療所
     京都市下京区四条通新町東入月鉾常　勤:    1 交代 現存
     町６２住友生命京都ビル３階 (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28904-0284-6 医療法人　山脇会　あ〒600-8007 075-211-2527医療法人　山脇会　理本田　領 平22. 1. 7矯歯 診療所
     おい矯正歯科 京都市下京区四条通高倉西入立売常　勤:    4事長　本田　領 移転 現存
     西町７１番地グランド・キューブ(歯       4) 平28. 1. 7
     四条４階 非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29004-0285-3 医療法人　とみい歯科〒600-8494 075-212-2525医療法人　とみい歯科冨井　常忠 平22. 1. 4歯   歯外 小歯診療所
     クリニック 京都市下京区四条通油小路東入傘常　勤:    3クリニック　理事長　 組織変更 矯歯 現存
     鉾町４９ハウスセゾン四条通１階(歯       3)冨井　常忠 平28. 1. 4
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29104-0287-9 ますなが歯科 〒600-8025 075-351-4548増永　憲治 増永　憲治 平22. 3. 1歯   小歯 診療所
     京都市下京区河原町通松原上ル清常　勤:    1 新規 現存
     水町２８２－３ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29204-0291-1 山崎デンタルクリニッ〒600-8216 075-371-4618山﨑　義孝 山﨑　義孝 平22. 9.23歯   矯歯 歯外診療所
     ク 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩常　勤:    1 移転 小歯 現存
     小路町７１９京都駅前ＳＫビル４(歯       1) 平28. 9.23
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29304-0293-7 黒田歯科クリニック 〒600-8322 075-741-6557黒田　直子 黒田　直子 平23. 2. 1歯   小歯 診療所
     京都市下京区西洞院通五条下ル小常　勤:    1 新規 現存
     柳町５１３－２五条久保田ビル２(歯       1) 平29. 2. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29404-0295-2 医療法人社団瑞桜会　〒600-8009 075-231-4480医療法人社団瑞桜会　山田　江美 平23.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     四条室町歯科 京都市下京区四条通室町東入函谷常　勤:    1理事長　山田　江美 組織変更 現存
     鉾町７９ヤサカ四条烏丸ビル５階(歯       1) 平29.11. 1
     １－Ａ 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29504-0297-8 藤田歯科医院 〒600-8459 075-351-0475藤田　義人 藤田　義人 平24. 2.16歯   診療所
     京都市下京区東中筋通松原下ル天常　勤:    1 交代 現存
     神前町３４３ (歯       1) 平30. 2.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29604-0298-6 おおた歯科医院 〒600-8171 075-371-5001太田　洋之 太田　洋之 平24. 6. 1歯   診療所
     京都市下京区不明門通五条下る上常　勤:    1 新規 現存
     平野町４６７番地２ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29704-0299-4 医療法人社団良寿会　〒600-8267 075-361-6480医療法人社団良寿会　 瀬　俊司 平24. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     瀬歯科医院 京都市下京区大宮通七条上る御器常　勤:    2 瀬歯科医院　理事長 組織変更 歯外 現存
     屋町４３番地 (歯       2)　 瀬　俊司 平30. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29804-0300-0 京都駅前やました矯正〒600-8216 075-343-1933山下　和夫 山下　和夫 平25. 1. 1矯歯 診療所
     歯科 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩常　勤:    3 交代 現存
     小路町７３５京阪京都ビル９Ｆ (歯       3) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29904-0301-8 医療法人　健進会　林〒600-8846 075-313-0024医療法人　健進会　理林　誠司 平25. 2. 1歯   診療所
     歯科診療所 京都市下京区朱雀宝蔵町１４番地常　勤:    2事長　林　誠司 組織変更 現存
     (歯       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30004-0303-4 医療法人　くす矯正歯〒600-8415 075-352-8811医療法人　くす矯正歯楠　元就 平26. 1. 6矯歯 診療所
     科 京都市下京区烏丸通松原上ル因幡常　勤:    1科　理事長　楠　元就 組織変更 現存
     堂町７１３井筒因幡堂町ビル４Ｆ(歯       1) 平26. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30104-0305-9 大塚歯科医院 〒600-8465 075-351-3281大塚　敏博 大塚　敏博 平26. 4. 1歯   診療所
     京都市下京区西洞院通高辻下る高常　勤:    2 交代 現存
     辻西洞院町８０１番地 (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30204-0306-7 古田歯科医院 〒600-8412 075-341-0770古田　博一 古田　博一 平26. 5. 7歯   小歯 矯歯診療所
     京都市下京区烏丸通仏光寺上る二常　勤:    1 移転 歯外 現存
     帖半敷町６５５産経京都烏丸ビル(歯       1) 平26. 5. 7
     ６階－６０２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30304-0307-5 日の丸歯科医院 〒600-8160 075-746-2496日丸　全人 日丸　全人 平26.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市下京区室町通六条下ル西魚常　勤:    1 新規 現存
     屋町２３５ (歯       1) 平26.12. 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    33 頁

  30404-0308-3 稲川歯科医院 〒600-8078 075-351-8138赤峯　勇哲 赤峯　勇哲 平27. 1. 1歯   歯外 診療所
     京都市下京区松原通高倉東入杉屋常　勤:    1 交代 現存
     町２６６番地 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30504-0310-9 にった歯科 〒600-8831 075-365-1365新田　陽平 新田　陽平 平27. 8. 1歯   小歯 診療所
     京都市下京区七条通大宮西入る花常　勤:    1 新規 現存
     畑町９０パークサイド梅小路１Ｆ(歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30604-0312-5 西洞院歯科クリニック〒600-8329 075-205-0018鈴木　克彦 鈴木　克彦 平27.10. 1歯   診療所
     京都市下京区西洞院通り正面下る常　勤:    1 新規 現存
     鍛冶屋町４４９－１ (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30704-0313-3 北川歯科医院 〒600-8029 075-351-0840北川　正彦 北川　正彦 平27.10. 1歯   小歯 診療所
     京都市下京区寺町通五条上る西橋常　勤:    3 交代 現存
     詰町７８６番地２ (歯       3) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30804-0314-1 初岡歯科医院 〒600-8411 075-351-0418初岡　昌憲 初岡　昌憲 平28. 4. 5歯   小歯 歯外診療所
     京都市下京区水銀屋町６３７第５常　勤:    2 交代 現存
     長谷ビル３Ｆ (歯       2) 平28. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30904-0315-8 木本歯科医院 〒600-8082 075-351-0005木本　雅也 木本　雅也 平28. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市下京区高倉通四条下ル高材常　勤:    1 新規 現存
     木町２２２ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31004-0316-6 あさみ歯科クリニック〒600-8813 075-321-6258浅見　雄樹 浅見　雄樹 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市下京区中堂寺南町１３４京常　勤:    1 新規 現存
     都リサーチパーク１号館　地下１(歯       1) 平28. 6. 1
     階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31104-0317-4 たかはし歯科医院 〒600-8871 075-313-7335髙橋　康治 髙橋　康治 平28. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市下京区西七条北東野町１３常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31204-0318-2 医療法人社団本多歯科〒600-8363 075-351-3711医療法人社団本多歯科本多　易史 平28.10. 3歯   歯外 診療所
     医院 京都市下京区大宮通丹波口下る大常　勤:    1医院　理事長　本多　 組織変更 現存
     宮一丁目５５４番地 (歯       1)易史 平28.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31304-0319-0 アイデンタルクリニッ〒600-8216 075-354-7823高野　雅彰 髙野　雅彰 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 京都市下京区烏丸通り塩小路下る常　勤:    1 交代 現存
     東塩小路町９０１番地京都駅ビル(歯       1) 平28.11. 1
     西ゾーン９階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31404-0320-8 松繁歯科 〒600-8802 075-354-6446松繁　知洋 松繁　知洋 平29. 1. 1歯   診療所
     京都市下京区中堂寺櫛笥町６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31504-0321-6 医療法人融和会土坂歯〒600-8146 075-352-6711医療法人融和会　理事土坂　伸夫 平29. 3. 1歯   診療所
     科医院 京都市下京区七条通間之町東入材常　勤:    1長　眞鍋　太郎 交代 現存
     木町４５９番地２エステムプラザ(歯       1) 平29. 3. 1
     京都河原町通Ⅱレジデンシャル１
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31604-0322-4 熊本歯科医院 〒600-8492 075-221-6250熊本　貴之 熊本　貴之 平29. 7.15歯   診療所
     京都市下京区月鉾町６５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31704-0323-2 たね歯科クリニック 〒600-8491 075-585-5444疋田　泰種 疋田　泰種 平30. 2. 1歯   歯外 診療所
     京都府京都市下京区室町四条下ル常　勤:    1 新規 現存
     鶏鉾町５０１番地カワモトビル４(歯       1) 平30. 2. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31804-0324-0 アルデブランデンタル〒600-8006 075-241-7548松田　祐一郎 松田　祐一郎 平30. 3. 1歯   診療所
     クリニック京都院 京都市下京区四条通堺町西入立売常　勤:    1 交代 現存
     中之町９２Ａｏｋｉビル７Ｆ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31905-0067-2 河上歯科医院 〒601-8042 075-691-4592河上　佳裕 河上　佳裕 平 6. 7. 1歯   診療所
     京都市南区東九条西御霊町２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32005-0072-2 竹原歯科医院 〒601-8393 314-1801 竹原　賢治 竹原　賢治 平 4. 4.17歯   診療所
     京都市南区吉祥院中河原里西町３常　勤:    1 新規 現存
     ４永野ビル３Ｆ (歯       1) 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32105-0075-5 中澤歯科医院 〒601-8206 中澤　功男 中澤　功男 昭58. 4.11歯   診療所
     京都市南区久世大薮町４９６－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32205-0076-3 よしかわ歯科医院 〒601-8439 吉川　優 吉川　優 昭58.11. 1歯   小歯 診療所
     京都市南区西九条開ケ町１０９ 常　勤:    1 新規 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    35 頁

  32305-0078-9 林歯科医院 〒601-8424 075-691-0525林　甫 林　甫 平 8. 3.21歯   診療所
     京都市南区西九条川原城町３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 3.21
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32405-0082-1 下川歯科医院 〒601-8468 下川　学 下川　学 昭60. 7. 2歯   診療所
     京都市南区唐橋西平垣町３９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32505-0084-7 田中歯科診療所 〒601-8422 075-672-5600田中　豊彦 田中　豊彦 平 7. 5. 6歯   診療所
     京都市南区西九条針小路町３　エ常　勤:    1 新規 現存
     スポワール田中１Ｆ (歯       1) 平28. 5. 6
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32605-0088-8 長谷川歯科医院 〒601-8037 長谷川　一弘 長谷川　一弘 平元. 5. 8歯   診療所
     京都市南区東九条西河辺町５－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32705-0089-6 清水歯科医院 〒601-8003 清水　正也 清水　正也 平元.10. 2歯   診療所
     京都市南区東九条西山王町１　三常　勤:    1 新規 現存
     星ビル２Ｆ２０１号 (歯       1) 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32805-0096-1 横田歯科医院 〒601-8213 075-934-9222横田　誠 横田　誠 平 5. 5.14歯   矯歯 小歯診療所
     京都市南区久世中久世２丁目１０常　勤:    2 新規 現存
     ５－１　コスモプラザ (歯       2) 平29. 5.14
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32905-0097-9 金子歯科医院 〒601-8328 075-662-0008金子　充親 金子　充親 平 5. 5.14歯   小歯 診療所
     京都市南区吉祥院九条町３６－１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 5.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33005-0099-5 医療法人　高尾歯科医〒601-8328 075-671-0033医療法人高尾歯科医院高尾　直樹 平 5.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 京都市南区吉祥院九条町１５－１常　勤:    3　理事長　高尾　直樹 新規 現存
     西大路ガーデンハイツ１Ｆ (歯       3) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33105-0110-0 東歯科医院 〒601-8428 075-691-1863東　智 東　智 平 7. 2.24歯   診療所
     京都市南区大宮通八条下ル東寺東常　勤:    1 交代 現存
     門前町７２－２ (歯       1) 平28. 2.24
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33205-0115-9 つね歯科医院 〒601-8334 二神　恒夫 二神　恒夫 平 7.12. 8歯   小歯 診療所
     京都市南区吉祥院東砂ノ町２８　常　勤:    1 新規 現存
     川久ビル１Ｆ (歯       1) 平28.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33305-0120-9 医療法人清澄会　吉祥〒601-8332 075-681-3861医療法人　清澄会　理岡本　哲雄 平10. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院歯科医院 京都市南区吉祥院高畑町１０２番常　勤:    1事長　太田　啓介 組織変更 歯外 現存
     地 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33405-0124-1 大﨑歯科医院 〒601-8475 075-681-0150大﨑　裕 大﨑　裕 平10. 9. 1歯   小歯 診療所
     京都市南区八条内田町７０番地 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33505-0125-8 医療法人光慈会　高橋〒601-8184 075-661-8148医療法人光慈会　高橋高橋　匡史 平10.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科医院 京都市南区上鳥羽南村山町６２番常　勤:    1　匡史 組織変更 現存
     地 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33605-0128-2 栂尾歯科医院 〒601-8477 075-691-9720栂尾　正弘 栂尾　正弘 平11. 3.23歯   診療所
     京都市南区八条源町８７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33705-0129-0 榎川齒科クリニック 〒601-8474 075-693-8555榎川　和樹 榎川　和樹 平11.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市南区四ツ塚町５７　メゾン常　勤:    1 新規 現存
     ・ド・ラモン１Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33805-0132-4 医療法人純康会　徳地〒601-8125 075-661-8515医療法人純康会　理事徳地　正純 平15. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科医院 京都市南区上鳥羽花名３９番地の常　勤:    4長　徳地　正純 組織変更 歯外 現存
     ５ (歯       4) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33905-0133-2 医療法人　燦興会　谷〒601-8327 075-692-4699医療法人　燦興会　谷谷口　昌男 平15. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     口歯科医院 京都市南区吉祥院御池町３１番地常　勤:    2口歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     (歯       2)谷口　昌男 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  34005-0134-0 原田歯科医院 〒601-8439 075-671-1213原田　融 原田　融 平16. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市南区西九条開ケ町１３１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34105-0135-7 上田歯科医院 〒601-8325 075-691-1266上田　賢 上田　賢 平17. 1. 1歯   診療所
     京都市南区吉祥院八反田町１９－常　勤:    1 交代 現存
     ５ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34205-0136-5 谷口歯科医院 〒601-8001 075-672-4513谷口　信一 谷口　信一 平17. 1.14歯   小歯 診療所
     京都市南区東九条室町１－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34305-0138-1 秋山歯科医院 〒601-8321 075-661-0151秋山　淳司 秋山　淳司 平18.12. 7歯   診療所
     京都市南区吉祥院西定成町１９－常　勤:    1 交代 現存
     ５ (歯       1) 平24.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34405-0139-9 ヤスダ歯科クリニック〒601-8453 075-662-0055安田　準一（安　準一安田　準一（安準一）平19. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市南区唐橋羅城門町４７番の常　勤:    1） 新規 現存
     １大内眼科ビル４Ｆ (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34505-0141-5 医療法人おおいしばし〒601-8027 075-693-9064医療法人おおいしばし富田　淳 平20. 7. 7歯   小歯 矯歯診療所
     歯科・矯正歯科 京都市南区東九条中御霊町４９－常　勤:    1歯科・矯正歯科　理事 組織変更 歯外 現存
     １クロス京都南１Ｆ (歯       1)長　富田　淳 平26. 7. 7
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34605-0143-1 嘉藤歯科医院 〒601-8474 075-691-6602嘉藤　潤一 嘉藤　潤一 平21. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市南区四ツ塚町６５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34705-0144-9 桝歯科医院 〒601-8315 075-691-8044桝　悦子 桝　悦子 平22. 7. 1歯   診療所
     京都市南区吉祥院車道町４１の２常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34805-0145-6 西川歯科医院 〒601-8391 075-311-1991西川　望 西川　望 平22. 8.17歯   小歯 診療所
     京都市南区吉祥院大河原町２０ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34905-0146-4 西田歯科 〒601-8046 075-691-5000西田　喜成 西田　喜成 平22. 9. 1歯   小歯 診療所
     京都市南区東九条西山町４６－１常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35005-0147-2 河村歯科医院 〒601-8044 075-661-4618河村　健太郎 河村　健太郎 平22.11. 1歯   診療所
     京都市南区東九条明田町１３番２常　勤:    1 新規 現存
     新烏丸日光ハイツ１階　１０９号(歯       1) 平28.11. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35105-0148-0 内橋小児歯科クリニッ〒601-8107 075-661-1636内橋　賢人 内橋　賢人 平23. 3.11小歯 歯   矯歯診療所
     ク 京都市南区上鳥羽南唐戸町１１ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 3.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35205-0149-8 こうの歯科医院 〒601-8041 075-681-1184河野　重洋 河野　重洋 平23. 4. 1歯   診療所
     京都市南区東九条南烏丸町３５－常　勤:    1 交代 現存
     ６南烏丸団地１Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35305-0150-6 ひらつか歯科 〒601-8338 075-691-0115平塚　浩一 平塚　浩一 平23. 7. 1歯   小歯 診療所
     京都市南区吉祥院西ノ内町１２－常　勤:    2 交代 現存
     ２ (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35405-0152-2 医療法人　小幡歯科ク〒601-8327 075-662-6464医療法人　小幡歯科ク小幡　登 平24. 9.14歯   歯外 矯歯診療所
     リニック 京都市南区吉祥院御池町１０番地常　勤:    7リニック　理事長　小 移転 小歯 現存
     ７エル　ア　オバタ２Ｆ (歯       7)幡　登 平24. 9.14
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35505-0156-3 医療法人清歯会　桂川〒601-8601 075-934-8866医療法人清歯会　理事浅井　勇吾 平26.11. 1歯   歯外 矯歯診療所
     浅井歯科医院 京都市南区久世高田町３７６－１常　勤:    4長　浅井　拓 新規 小歯 現存
     (歯       4) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35605-0157-1 八条デンタルクリニッ〒601-8303 075-313-6636若泉　知之 若泉　知之 平26.12. 1歯   診療所
     ク 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西常　勤:    1 新規 現存
     中町１番地 (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35705-0158-9 医療法人社団　有心会〒601-8003 075-694-1780医療法人社団　有心会堺　美由紀 平27. 3. 1歯   矯歯 歯外診療所
     　クリア歯科　京都院京都市南区東九条西山王町１３－常　勤:    1　理事長　木村　正信 新規 現存
     ２ファインエレガンスビル１Ｆ (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35805-0159-7 肥後歯科口腔外科クリ〒601-8212 075-963-5831肥後　智樹 肥後　智樹 平28. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 京都市南区久世上久世町４３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35905-0160-5 医療法人融和会まなべ〒601-8452 075-661-3369医療法人融和会　理事眞鍋　太郎 平28. 4. 1歯   診療所
     歯科医院 京都府京都市南区唐橋堂ノ前町２常　勤:    1長　眞鍋　太郎 組織変更 現存
     ６番地２戸田ビル１階 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36005-0161-3 石田歯科医院 〒601-8205 075-934-8341石田　太郎 石田　太郎 平28. 4.18歯   歯外 小歯診療所
     京都市南区久世殿城町５７－２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36105-0163-9 和歯科医院 〒601-8437 075-661-0233若森　めぐみ 若森　めぐみ 平29. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市南区西九条比永城町７０番常　勤:    1 新規 現存
     地 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36205-0164-7 医療法人悠歯会　東寺〒601-8437 075-691-3017医療法人悠歯会　理事長沢　悟 平29.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     前歯科クリニック 京都市南区西九条比永城町１２０常　勤:    1長　西川　洋一 新規 歯外 現存
     番地 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36305-0165-4 まつおか歯科クリニッ〒601-8383 075-682-4182松岡　政二 松岡　政二 平29.12. 1歯   小歯 診療所
     ク 京都市南区吉祥院石原長田町１－常　勤:    1 新規 現存
     １桂川ハイツ１号館１１３号 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36406-0079-5 中村歯科医院 〒606-0841 075-791-6432中村　清輝 中村　清輝 昭39.12. 1歯   診療所
     京都市左京区下鴨南芝町４９－２常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36506-0098-5 二司歯科医院 〒606-8102 二司　一郎 二司　一郎 昭43.12.19歯   診療所
     京都市左京区高野清水町４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36606-0149-6 福井歯科医院 〒606-8274 075-711-0521福井　正義 福井　正義 平 7.12. 3歯   歯外 診療所
     京都市左京区北白川大堂町６０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36706-0151-2 金井歯科医院 〒606-0863 金井　賀子 金井　賀子 昭50. 2. 1歯   診療所
     京都市左京区下鴨東本町２５ワー常　勤:    1 新規 現存
     ルドダックビル２Ｆ (歯       1) 平29. 2. 1
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  36806-0153-8 古川歯科医院 〒606-8204 古川　正明 古川　正明 昭50. 9. 1歯   診療所
     京都市左京区田中下柳町１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36906-0171-0 後藤歯科医院 〒606-8241 後藤　浩之 後藤　浩之 昭53. 5. 8歯   診療所
     京都市左京区田中西高原町１６高常　勤:    2 新規 現存
     原マンション１階 (歯       2) 平29. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37006-0179-3 糸井歯科医院 〒606-0841 糸井　昭一 糸井　昭一 昭55. 7. 1歯   矯歯 診療所
     京都市左京区下鴨南芝町４５エイ常　勤:    1 新規 現存
     山荘ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37106-0193-4 澤井歯科医院 〒606-0832 澤井　季三 澤井　季三 昭59. 6. 1歯   診療所
     京都市左京区下鴨萩ヶ垣内町２７常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37206-0201-5 田中歯科医院 〒606-0831 田中　眞一 田中　眞一 昭60. 7. 6歯   診療所
     京都市左京区下鴨北園町８０－９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37306-0206-4 鞍馬歯科診療所 〒601-1111 田中　豊彦 田中　豊彦 昭61. 4. 1歯   診療所
     京都市左京区鞍馬本町 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37406-0207-2 ソウシ歯科 〒606-0807 荘子　慧玲 荘子　慧玲 昭62. 4. 6歯   診療所
     京都市左京区下鴨泉川町９４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37506-0208-0 新谷歯科下鴨診療所 〒606-0812 新谷　牧 新谷　牧 昭63. 1.11歯   診療所
     京都市左京区下鴨上川原町７１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37606-0209-8 堤歯科医院 〒606-8216 075-781-2244堤　龍三 堤　龍三 昭63. 3.22歯   診療所
     京都市左京区田中南西浦町８９－常　勤:    1 新規 現存
     １パラシオン堤１Ｆ (歯       1) 平30. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37706-0210-6 大石歯科医院 〒606-8181 大石　泰孝 大石　泰孝 昭63.12. 9歯   小歯 診療所
     京都市左京区一乗寺地蔵本町１－常　勤:    1 新規 現存
     ２カーサ大石ビル２Ｆ (歯       1) 平27.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37806-0212-2 平井歯科医院 〒601-1123 平井　利弘 平井　利弘 平元. 9.18歯   診療所
     京都市左京区静市市原町４７０－常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平28. 9.18
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  37906-0214-8 医療法人社団清和會　〒606-8417 075-771-4751医療法人社団清和會井岩林　幹雄 平 8. 1. 1歯   矯歯 診療所
     井上歯科医院 京都市左京区浄土寺西田町７２－常　勤:    1上歯科医院　理事長　 新規 現存
     ４ (歯       1)岩林　幹雄 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38006-0215-5 医療法人社団鴨歯会　〒606-0814 075-781-0648医療法人社団鴨歯会　中川　泰之 平 8. 1. 4歯   診療所
     中川歯科医院 京都市左京区下鴨芝本町６３ 常　勤:    1中川歯科医院　理事長 新規 現存
     (歯       1)　中川　泰之 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38106-0217-1 医療法人社団　八木歯〒606-8392 075-771-4826医療法人社団八木歯科八木　秀一 平 5.10. 1歯   診療所
     科医院 京都市左京区聖護院山王町２８ 常　勤:    1医院　理事長　八木　 新規 現存
     (歯       1)秀一 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38206-0220-5 坂田歯科医院 〒606-8224 坂田　信生 坂田　信生 平 3. 1. 1歯   診療所
     京都市左京区北白川追分町４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38306-0221-3 医療法人社団　つじ歯〒606-8111 075-701-8271医療法人社団つじ歯科辻　耕造 平 6.10. 1歯   小歯 診療所
     科医院 京都市左京区高野泉町６－１０ 常　勤:    1医院　理事長　辻　耕 新規 現存
     (歯       1)造 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38406-0223-9 医療法人白美会修学院〒606-8125 075-721-6555医療法人白美会　理事岩井　英子 平 7. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 京都市左京区一乗寺清水町１３ウ常　勤:    3長　岩井　英子 新規 現存
     ィングス９２　１階 (歯       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38506-0224-7 木村歯科医院 〒606-8406 木村　明祐 木村　明祐 平 4. 6. 1歯   診療所
     京都市左京区浄土寺石橋町６８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38606-0225-4 医療法人　足達歯科医〒606-0004 075-712-3700医療法人足達歯科医院足達　慶信 平 7.10. 1歯   診療所
     院 京都市左京区岩倉北池田町５－２常　勤:    1　足達　慶信 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38706-0226-2 医療法人社団　古城歯〒606-8396 075-771-4913医療法人社団古城歯科古城　大節 平 7.10. 1歯   診療所
     科医院 京都市左京区川端通丸太町下ル下常　勤:    2医院　理事長　古城　 新規 現存
     堤町８８ (歯       2)大節 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38806-0227-0 川居歯科医院 〒606-8385 川居　俊雄 川居　俊雄 平 5. 1.29歯   診療所
     京都市左京区川端仁王門下ル孫橋常　勤:    1 新規 現存
     町２３－１ (歯       1) 平29. 1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38906-0229-6 クボタ歯科 〒606-8103 075-723-3333窪田　努 窪田　努 平 5. 5.12歯   矯歯 小歯診療所
     京都市左京区高野西開町４１デリ常　勤:    1 新規 現存
     ード北大路１０４ (歯       1) 平29. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39006-0230-4 田中歯科医院 〒606-8325 田中　誠孝 田中　誠孝 平 5. 7.19歯   診療所
     京都市左京区聖護院東町１６－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39106-0232-0 ふるかわ小児歯科 〒606-8315 古川　浩 古川　浩 平 6. 4.19小歯 診療所
     京都市左京区吉田近衛町２６－７常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平30. 4.19
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39206-0235-3 飯田歯科診療所 〒606-8336 075-762-2252飯田　正人 飯田　正人 平 7. 4.14歯   矯歯 診療所
     京都市左京区岡崎北御所町５２ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28. 4.14
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39306-0238-7 だいどう歯科医院 〒606-8116 大同　宏 大同　宏 平 7.10.16歯   診療所
     京都市左京区一乗寺宮ノ東町１６常　勤:    1 新規 現存
     セブンハイム１Ｆ (歯       1) 平28.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39406-0241-1 三宅歯科医院 〒606-0941 075-721-0054三宅　規夫 三宅　規夫 平 8. 7.19歯   診療所
     京都市左京区松ケ崎河原田町１０常　勤:    1 移転 現存
     番地１パーク・ノヴァ松ケ崎１Ｆ(歯       1) 平29. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39506-0243-7 西村歯科医院 〒606-0804 075-711-2934西村　眞哉 西村　眞哉 平 9. 6. 2歯   診療所
     京都市左京区下鴨松原町３６－１常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39606-0245-2 藤井歯科 〒606-0827 075-781-0183藤井　幹也 藤井　幹也 平 9. 9.24歯   診療所
     京都市左京区下鴨西半木町７６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9.24
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39706-0247-8 こばやし歯科医院 〒606-8416 075-761-6400小林　英一郎 小林　英一郎 平10. 4. 1歯   診療所
     京都市左京区浄土寺上馬場町６５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39806-0251-0 西村歯科医院 〒606-0084 075-721-8008西村　光輔 西村　光輔 平10. 9. 7歯   小歯 診療所
     京都市左京区上高野鐘突町１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39906-0252-8 山口歯科医院 〒606-8301 075-711-0700菱田　俊行 菱田　俊行 平11. 3.16歯   小歯 診療所
     京都市左京区吉田泉殿町４－３　常　勤:    1 新規 現存
     プルミエール小山１Ｆ (歯       1) 平29. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40006-0256-9 まさき歯科クリニック〒606-0007 075-703-7070正木　貞行 正木　貞行 平12. 5. 1歯   診療所
     京都市左京区岩倉東五田町１４番常　勤:    1 新規 現存
     地 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40106-0257-7 まきむらデンタルクリ〒606-0911 075-712-8148槙村　隆宏 槙村　隆宏 平12. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 京都市左京区松ケ崎泉川町８－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40206-0258-5 大槻歯科医院 〒606-8007 075-721-3833大槻　貞三 大槻　貞三 平12.11. 6歯   診療所
     京都市左京区山端壱町田町８－３常　勤:    1 移転 現存
     ４　シャルマン修学院２Ｆ (歯       1) 平24.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40306-0260-1 多田歯科診療所 〒606-0816 075-781-0120多田　浩二 多田　浩二 平13. 2. 1歯   小歯 診療所
     京都市左京区下鴨松ノ木町６０番常　勤:    2 新規 現存
     地 (歯       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40406-0262-7 片桐歯科クリニック 〒606-8205 075-722-8112片桐　真 片桐　真 平13. 7. 1歯   診療所
     京都市左京区田中上柳町２４番地常　勤:    1 新規 現存
     リヴィエ－ル鴨東２Ｆ (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40506-0263-5 佐野歯科医院 〒606-8177 075-781-4518佐野　徹 佐野　徹 平13. 9. 1歯   小歯 診療所
     京都市左京区一乗寺東水干町３８常　勤:    1 交代 現存
     －１ (歯       1) 平25. 9. 1
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  40606-0264-3 医療法人　上松歯科医〒606-8003 075-781-5026医療法人　上松歯科医上松　伸雄 平13. 9.21歯   診療所
     院 京都市左京区山端川原町１４番２常　勤:    1院　理事長　上松　伸 移転 現存
     (歯       1)雄 平25. 9.21
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40706-0265-0 いのうえまさとし歯科〒606-0864 075-723-8241井上　祐利 井上　祐利 平13.12. 1歯   歯外 診療所
     医院 京都市左京区下鴨高木町１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40806-0266-8 貝塚歯科医院 〒606-8042 075-781-4340貝塚　隆行 貝塚　隆行 平14. 4. 1歯   診療所
     京都市左京区修学院泉殿町１５－常　勤:    1 新規 現存
     ７２ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40906-0270-0 宝ヵ池辻齒科クリニッ〒606-0096 075-781-8881辻　清薫 辻　清薫 平14. 9. 3歯   小歯 矯歯診療所
     ク 京都市左京区上高野山ノ橋町２５常　勤:    1 移転 現存
     －２ (歯       1) 平26. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41006-0271-8 医療法人社団　祐森歯〒606-0046 075-781-2205医療法人社団　祐森歯祐森　善彰 平15. 1. 1歯   小歯 診療所
     科医院 京都市左京区上高野諸木町５０－常　勤:    2科医院　理事長　祐森 組織変更 現存
     １ (歯       2)　善彰 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41106-0272-6 原田歯科医院 〒606-8255 075-707-5777原田　昌吉 原田　昌吉 平15. 7.17歯   小歯 診療所
     京都市左京区北白川西瀬ノ内町１常　勤:    1 移転 現存
     ４－１ (歯       1) 平27. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41206-0274-2 奥村歯科医院 〒606-0826 075-791-3681奥村　博保 奥村　博保 平15.11.25歯   歯外 矯歯診療所
     京都市左京区下鴨西本町３９ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27.11.25
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41306-0276-7 中村尚子歯科診療所 〒606-8122 075-711-0242中村　尚子 中村　尚子 平16. 2. 1歯   診療所
     京都市左京区一乗寺東閉川原町１常　勤:    1 新規 現存
     ９リライブ修学院１階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41406-0277-5 もり歯科医院 〒606-0014 075-711-8708森　康有 森　康有 平16. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市左京区岩倉南河原町１４８常　勤:    1 新規 現存
     番地 (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  41506-0279-1 南歯科医院 〒606-0833 075-703-0418南　剛至 南　剛至 平16. 9. 1歯   小歯 診療所
     京都市左京区下鴨前萩町５－１サ常　勤:    1 新規 現存
     ンアルファ北山１Ｆ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41606-0282-5 前田歯科医院 〒606-8392 075-771-1774前田　美貴子 前田　美貴子 平17. 6. 1歯   診療所
     京都市左京区聖護院山王町１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41706-0283-3 中谷歯科クリニック 〒606-8272 075-722-8688中谷　由 中谷　由 平17. 7. 1歯   診療所
     京都市左京区北白川山田町４－１常　勤:    1 新規 現存
     　岩崎ビル１Ｆ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41806-0285-8 しみず歯科 〒606-8236 075-722-4117清水　裕子 清水　裕子 平17. 8. 1歯   矯歯 診療所
     京都市左京区田中大久保町２６－常　勤:    1 移転 現存
     ４ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41906-0288-2 山田歯科医院 〒606-8302 075-771-9355山田　誠 山田　誠 平18. 1. 1歯   診療所
     京都市左京区吉田牛ノ宮町２５－常　勤:    2 交代 現存
     １３ (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42006-0289-0 中村歯科医院 〒606-0861 075-781-0814中村　清志 中村　清志 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     京都市左京区下鴨西高木町５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42106-0291-6 たかはし出町柳デンタ〒606-8203 075-712-5060髙橋　一史 髙橋　一史 平18. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ルクリニック 京都市左京区田中関田町２２－７常　勤:    1 交代 現存
     ５ルミエール出町柳１階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42206-0292-4 フジバヤシ歯科クリニ〒606-8411 075-771-3388藤林　晃一郎 藤林　晃一郎 平18. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 京都市左京区浄土寺東田町３４　常　勤:    1 新規 歯外 現存
     洛東マンション１階 (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42306-0293-2 髙塚歯科 〒606-8107 075-706-2660髙塚　未来 髙塚　未来 平18. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市左京区高野東開町１３番地常　勤:    2 交代 現存
     　ウイング５　３Ｆ (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42406-0296-5 医療法人　宮本歯科医〒606-8336 075-771-8148医療法人　宮本歯科医宮本　高行 平18. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 京都市左京区岡崎北御所町４８番常　勤:    1院　理事長　宮本　高 組織変更 現存
     地２ (歯       1)行 平30. 7. 1
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  42506-0297-3 よしかわ歯科医院 〒606-8227 075-711-4181吉川　宏 吉川　宏 平18.11. 1歯   診療所
     京都市左京区田中里ノ前町三九 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42606-0298-1 瀬ノ内歯科 〒606-8255 075-722-0007西田　貴要子 西田　貴要子 平18.11.20歯   小歯 診療所
     京都市左京区北白川西瀬ノ内町３常　勤:    1 移転 現存
     ５－１ (歯       1) 平24.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42706-0299-9 藤田歯科医院 〒606-0862 075-781-2077藤田　直哉 藤田　直哉 平19. 1. 1歯   診療所
     京都市左京区下鴨本町１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42806-0300-5 きょうこ歯科・矯正歯〒606-0044 075-706-8844松井　恭子 松井　恭子 平19. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 京都市左京区上高野仲町９ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42906-0302-1 葉山歯科医院 〒606-0852 075-702-8788葉山　義則 葉山　義則 平19. 7. 1歯   診療所
     京都市左京区下鴨東梅ノ木町４１常　勤:    1 新規 現存
     番地２ (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43006-0305-4 せこ歯科クリニック 〒606-8416 075-761-7311瀬古　智之 瀬古　智之 平20. 2.16歯   小歯 診療所
     京都市左京区浄土寺上馬場町１１常　勤:    1 交代 現存
     ７－２ (歯       1) 平26. 2.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43106-0306-2 ながお歯科クリニック〒606-8274 075-701-6616長尾　龍典 長尾　龍典 平20. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市左京区北白川大堂町５番地常　勤:    1 新規 歯外 現存
     　ミネ白川ビル１階 (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43206-0307-0 かず歯科クリニック 〒606-0024 075-703-0220井上　和也 井上　和也 平20. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市左京区岩倉花園町２３９番常　勤:    1 新規 現存
     地１３ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43306-0308-8 堀井歯科医院 〒606-0026 075-722-6868堀井　潤 堀井　潤 平20.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市左京区岩倉長谷町５１７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43406-0309-6 森歯科医院 〒606-0866 075-791-0010森　厚行 森　厚行 平21. 3. 1歯   歯外 診療所
     京都市左京区下鴨東森ケ前町１番常　勤:    1 交代 現存
     地の３ (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43506-0310-4 まえだ歯科 〒606-8222 075-703-6266前田　健生 前田　健生 平21. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     京都市左京区田中樋ノ口町２９－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43606-0311-2 西杉歯科クリニック 〒606-0955 075-722-1620西杉　太郎 西杉　太郎 平22. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市左京区松ケ崎雲路町８番地常　勤:    1 新規 現存
     ９Ｄｅｌｉｚｉａ北山１階東 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43706-0312-0 クリニック守安　歯科〒606-8366 075-708-2115守安　攝子 守安　攝子 平22. 6. 1歯   内   皮  診療所
     (06-6312-8) ・内科・皮フ科 京都市左京区超勝寺門前町９４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43806-0313-8 かいはら歯科クリニッ〒606-8174 075-703-8148海原　真治 海原　真治 平22. 7. 1歯外 歯   小歯診療所
     ク 京都市左京区一乗寺染殿町５－１常　勤:    1 新規 現存
     ネスト一乗寺１Ｆ東 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43906-0314-6 黒本歯科クリニック 〒606-0826 075-741-6489黒本　浩之 黒本　浩之 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市左京区下鴨西本町２８－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44006-0315-3 久多歯科診療所 〒520-0462 075-748-2027 村　隆宏 村　隆宏 平23. 4. 1歯   診療所
     京都市左京区久多下の町２０３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44106-0316-1 南部歯科医院 〒606-0846 075-202-4028南部　洋郎 南部　洋郎 平23. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     京都市左京区下鴨北野々神町２５常　勤:    1 新規 現存
     番３ガトージュ北山１０１号室 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44206-0317-9 速水歯科医院 〒606-8356 075-585-4121速水　茂 速水　茂 平23. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都市左京区二条通新間之町西入常　勤:    1 交代 現存
     石原町２７９－４ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44306-0320-3 岡田歯科医院 〒606-8104 075-721-8219岡田　尚則 岡田　尚則 平24. 6. 1歯   小歯 診療所
     京都市左京区高野竹屋町３２－１常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平30. 6. 1
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  44406-0321-1 ながおか歯科クリニッ〒606-0021 075-708-1138長岡　基幸 長岡　基幸 平24. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 京都市左京区岩倉忠在地町３６２常　勤:    1 新規 現存
     －１スカイハイツ岩倉１階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44506-0323-7 北山 川歯科クリニッ〒606-0843 075-722-8911吉川　明求 姜　明求（吉川明求）平24. 6.20歯   歯外 小歯診療所
     ク 京都府京都市左京区下鴨水口町６常　勤:    1 移転 矯歯 現存
     ６－１京都北山ＫＹＤビル２Ｆ (歯       1) 平30. 6.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44606-0325-2 医療法人社団　金田歯〒606-0014 075-711-0118医療法人社団　金田歯金田　直樹 平24. 8. 1歯   診療所
     科医院 京都市左京区岩倉中河原町１９３常　勤:    1科医院　理事長　金田 移転 現存
     番地 (歯       1)　直樹 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44706-0326-0 わかき歯科クリニック〒606-0025 075-701-8241若城　健介 若城　健介 平24.10. 1歯   小歯 診療所
     京都市左京区岩倉中町４２４　２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44806-0328-6 高野歯科医院 〒606-8175 075-703-8888高野　忠徳 高野　忠徳 平25. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都市左京区一乗寺築田町９６－常　勤:    1 新規 現存
     ２　グラン都１Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44906-0329-4 医療法人すみれ　おお〒606-8202 075-706-4010医療法人すみれ　理事大久保　学 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     くぼ歯科医院 京都市左京区田中大堰町２１番地常　勤:    1長　大久保　恵子 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45006-0330-2 医療法人すみれ　おお〒606-0864 075-707-2055医療法人すみれ　理事大久保　恵子 平25. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     くぼ歯科クリニック 京都市左京区下鴨高木町３９番地常　勤:    5長　大久保　恵子 組織変更 歯外 現存
     ３ (歯       5) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45106-0331-0 さとう歯科クリニック〒606-0855 075-703-0054佐藤　大和 佐藤　大和 平25.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都市左京区下鴨東塚本町２２－常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45206-0332-8 すみだ歯科クリニック〒606-0813 075-748-1456隅田　佳宏 隅田　佳宏 平25.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都市左京区下鴨貴船町４６－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45306-0333-6 鏑木歯科医院 〒606-8226 075-781-2631鏑木　正紀 鏑木　正紀 平25.12. 1歯   診療所
     京都市左京区田中飛鳥井町６１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45406-0334-4 水野歯科診療所 〒606-8115 075-781-8868水野　誠 水野　誠 平26. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市左京区一乗寺里ノ西町５０常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45506-0335-1 いわさき歯科クリニッ〒606-8005 075-791-5106岩﨑　昭伸 岩﨑　昭伸 平26. 4. 2歯   診療所
     ク 京都市左京区山端川岸町４６－７常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45606-0336-9 今西歯科医院 〒606-0025 075-711-5443今西　浩文 今西　浩文 平27. 2. 1歯   診療所
     京都市左京区岩倉中町４３３－２常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45706-0337-7 吉田歯科医院 〒606-8404 075-761-8765吉田　真 吉田　真 平27. 4. 1歯   診療所
     京都市左京区浄土寺下南田町７２常　勤:    2 交代 現存
     －１ (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45806-0338-5 高島歯科医院 〒606-8184 075-781-4786髙島　信司 髙島　信司 平27. 5.14歯   診療所
     京都市左京区一乗寺払殿町１番地常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 5.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45906-0339-3 はやし歯科医院 〒606-8165 075-748-1231林　宗平 林　宗平 平27.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     京都府京都市左京区一乗寺野田町常　勤:    1 新規 現存
     ６番地 (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46006-0340-1 まつえだ歯科 〒606-8181 075-711-8241松枝　良祐 松枝　良祐 平27.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市左京区一乗寺地蔵本町２０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46106-0341-9 まさき歯科医院 〒606-8306 075-754-4618中川　雅貴 中川　雅貴 平28. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市左京区吉田中阿達町３８番常　勤:    1 新規 現存
     地７ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46206-0342-7 佐藤歯科医院 〒606-8417 075-752-6480佐藤　暢彦 佐藤　暢彦 平28.11. 1歯   小歯 診療所
     京都市左京区浄土寺西田町７２－常　勤:    1 移転 現存
     ５ (歯       1) 平28.11. 1
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  46306-0343-5 医療法人　京真会　岡〒606-8411 075-708-7006医療法人京真会　理事岡野　真也 平28.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     野歯科医院 京都市左京区浄土寺東田町７番２常　勤:    1長　岡野　均 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46406-0344-3 医療法人　巴山矯正歯〒606-0914 075-706-5666医療法人　巴山矯正歯巴山　善雄 平29. 1. 1矯歯 歯   小歯診療所
     科・歯科 京都市左京区松ケ崎今海道町２番常　勤:    1科・歯科　理事長　巴 移転 現存
     地４ (歯       1)山　善雄 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46506-0345-0 花脊歯科診療所 〒601-1104 岡田　尚則 岡田　尚則 平29. 4. 6歯   診療所
     京都市左京区花脊大布施町１９６常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46606-0346-8 原山歯科医院 〒606-8331 075-203-0755原山　直太 原山　直太 平29. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市左京区黒谷町３０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46706-0347-6 原歯科診療所 〒606-8425 075-771-1125原　桂子 原　桂子 平29. 7.23歯   小歯 歯外診療所
     京都市左京区鹿ケ谷西寺の前町３常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     ９ (歯       1) 平29. 7.23
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46807-0063-7 鳴滝歯科診療所 〒616-8243 浅田　寿明 浅田　寿明 昭46. 6. 9歯   診療所
     京都市右京区鳴滝安井殿町１－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46907-0093-4 三木歯科医院 〒616-8157 三木　毅 三木　毅 平 7. 4. 1歯   診療所
     京都市右京区太秦御所ノ内町２７常　勤:    1 新規 現存
     －６ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47007-0103-1 神谷歯科医院 〒616-8207 075-462-8066神谷　幸男 神谷　幸男 昭45. 3. 2歯   診療所
     京都市右京区宇多野長尾町２１－常　勤:    2 新規 現存
     ７ (歯       2) 平30. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47107-0104-9 大浦歯科医院 〒615-0003 大浦　健司 大浦　健司 昭45. 4. 1歯   診療所
     京都市右京区西院西今田町６－５常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47207-0130-4 田中歯科医院 〒616-8052 田中　耕一郎 田中　耕一郎 昭49. 8. 1歯   診療所
     京都市右京区花園薮ノ下町３－１常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平28. 8. 1
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  47307-0134-6 髙島歯科医院 〒616-8217 髙島　徹 髙島　徹 昭50. 4. 3歯   診療所
     京都市右京区常盤東ノ町１６－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47407-0148-6 肥後歯科医院 〒615-0884 肥後　文章 肥後　文章 昭52. 8. 8歯   診療所
     京都市右京区西京極郡町７５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47507-0153-6 田村歯科医院 〒616-8142 田村　博道 田村　博道 昭54. 4. 2歯   診療所
     京都市右京区太秦樋ノ内町１－１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47607-0155-1 西川歯科医院 〒615-0935 075-871-1356西川　博 西川　博 昭55. 1. 7歯   診療所
     京都市右京区梅津徳丸町５セント常　勤:    1 新規 現存
     ポーリア梅津Ⅰ　２Ｆ－Ｂ (歯       1) 平28. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47707-0156-9 大塚歯科医院 〒616-8001 大塚　敬 大塚　敬 昭55. 6. 2歯   診療所
     京都市右京区龍安寺御陵ノ下町８常　勤:    1 新規 現存
     －３ (歯       1) 平28. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47807-0159-3 白数歯科医院 〒616-8021 白数　博司 白数　博司 昭56. 2.17歯   診療所
     京都市右京区花園天授ヶ岡町１０常　勤:    1 新規 現存
     －１９高津商会妙心寺ビル２階 (歯       1) 平29. 2.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47907-0161-9 松木歯科医院 〒615-0804 松木　剛 松木　剛 昭56. 7. 2歯   診療所
     京都市右京区西京極町ノ坪町１の常　勤:    1 新規 現存
     ２　田中ビル２階 (歯       1) 平29. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48007-0164-3 原田歯科医院 〒615-0923 原田　博司 原田　博司 昭57. 2.10歯   診療所
     京都市右京区梅津中倉町２０－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48107-0167-6 福田歯科医院 〒616-8014 福田　滋 福田　滋 昭57. 4. 1歯   診療所
     京都市右京区谷口梅津間町１７－常　勤:    1 新規 現存
     １４ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48207-0168-4 木村歯科医院 〒616-8182 木村　誠 木村　誠 昭57. 5. 7歯   診療所
     京都市右京区太秦北路町８－３シ常　勤:    1 新規 現存
     ャンポール松室１Ｆ (歯       1) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48307-0174-2 ウケタ歯科医院 〒616-8102 075-881-5756請田　研二 請田　研二 平 7. 9. 6歯   診療所
     京都市右京区太秦森ヶ東町３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 6
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48407-0175-9 田辺歯科医院 〒616-8225 田辺　智史 田辺　智史 昭58.10. 1歯   診療所
     京都市右京区常盤馬塚町１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48507-0177-5 武田淳歯科医院 〒616-8234 武田　淳 武田　淳 昭59. 4.11歯   診療所
     京都市右京区鳴滝嵯峨園町１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48607-0179-1 高溝歯科医院 〒616-8176 高溝　敏之 高溝　敏之 昭59. 9.17歯   小歯 診療所
     京都市右京区太秦乾町１３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48707-0180-9 ヤスオ歯科医院 〒616-8105 田村　康王 田村　康王 平 2.10.23歯   診療所
     京都市右京区太秦森ヶ前町１９－常　勤:    1 新規 現存
     ２３ (歯       1) 平29.10.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48807-0181-7 川村歯科医院 〒615-0812 川村　友二 川村　友二 昭61. 5.17歯   診療所
     京都市右京区西京極大門町１９－常　勤:    1 新規 現存
     ３２まるげんビル１Ｆ (歯       1) 平28. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48907-0187-4 にしかわ歯科医院 〒616-8102 西川　統雄 西川　統雄 平元. 4.12歯   診療所
     京都市右京区太秦森ヶ東町４－４常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49007-0188-2 堤洋之歯科医院 〒616-8242 075-465-0505堤　洋之 堤　洋之 平元. 6.13歯   小歯 診療所
     京都市右京区鳴滝本町１１０－３常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6.13
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49107-0189-0 医療法人社団恵会　む〒616-8137 075-871-8217医療法人社団恵会　む室　雅春 平 7. 7. 1歯   小歯 診療所
     ろ歯科医院 京都市右京区太秦朱雀町１５－２常　勤:    1ろ歯科医院　理事長　 新規 現存
     ０ (歯       1)室　雅春 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49207-0191-6 中村歯科医院 〒615-0907 中村　道彦 中村　道彦 平元. 9.12歯   診療所
     京都市右京区梅津段町３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9.12
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  49307-0193-2 医療法人社団　寺尾歯〒615-0851 075-321-8010医療法人社団寺尾歯科寺尾　信之 平 7.10. 2歯   歯外 小歯診療所
     科医院 京都市右京区西京極西池田町１３常　勤:    2医院　理事長　寺尾　 新規 矯歯 現存
     －４ (歯       2)信之 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49407-0195-7 名古歯科医院 〒616-8343 名古　忠弘 名古　忠弘 平 2. 3. 6歯   診療所
     京都市右京区嵯峨朝日町２－３嵐常　勤:    1 新規 現存
     山グランドシティ１Ｆ (歯       1) 平29. 3. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49507-0196-5 坂井歯科医院 〒616-8037 坂井　昭郎 坂井　昭郎 平 2. 9. 1歯   小歯 診療所
     京都市右京区花園猪ノ毛町２－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49607-0203-9 いまむら歯科医院 〒615-0014 075-315-3430今村　直也 今村　直也 平 6. 3. 1歯   診療所
     京都市右京区西院巽町５－１　メ常　勤:    1 新規 現存
     ゾン春日２Ｆ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49707-0204-7 医療法人社団　平塚歯〒615-0024 075-315-0459医療法人社団平塚歯科平塚　靖規 平 6. 4. 1歯   診療所
     科診療所 京都市右京区西院矢掛町２７－１常　勤:    2診療所　理事長　平塚 新規 現存
     ウエスト・ブリッジ１階 (歯       2)　靖規 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49807-0205-4 白原歯科医院 〒615-0021 白原（白）　哲也（雲白原（白）　哲也（雲平 6. 5. 9歯   診療所
     京都市右京区西院三蔵町１４プラ常　勤:    1哲） 哲） 新規 現存
     ムビル２Ｆ (歯       1) 平30. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49907-0206-2 吉川歯科医院 〒615-0913 075-881-9355吉川　和希 吉川　和希 平 6. 8.18歯   小歯 診療所
     京都市右京区梅津南上田町２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8.18
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50007-0207-0 おぎの歯科医院 〒616-8317 075-864-3944荻野　秀樹 荻野　秀樹 平 6.10. 3歯   診療所
     京都市右京区嵯峨野神ノ木町１３常　勤:    1 新規 現存
     －５グランエスポワール１Ｆ (歯       1) 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50107-0208-8 西出歯科医院 〒615-0072 075-321-0005西出　昌司 西出　昌司 平 6.11.12歯   矯歯 診療所
     京都市右京区山ノ内池尻町１－１常　勤:    1 新規 現存
     京都ファミリー３Ｆ (歯       1) 平24.11.12
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50207-0209-6 寺本歯科医院 〒615-0016 075-311-1709寺本　武史 寺本　武史 平 7. 3.23歯   診療所
     京都市右京区西院西淳和院町１９常　勤:    1 新規 現存
     －２ (歯       1) 平28. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50307-0211-2 林歯科医院 〒616-8234 林　光一 林　光一 平 7. 6. 1歯   診療所
     京都市右京区鳴滝嵯峨園町１９－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50407-0212-0 うえだ歯科医院 〒616-8356 075-862-2220上田　龍太郎 上田　龍太郎 平 7.10. 4歯   診療所
     京都市右京区嵯峨天龍寺中島町１常　勤:    1 新規 現存
     －９ (歯       1) 平28.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50507-0213-8 太秦おおの歯科医院 〒616-8126 大野　哲 大野　哲 平 7.11. 1歯   診療所
     京都市右京区太秦椙ケ本町１０－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50607-0216-1 栄歯科医院 〒615-0057 075-316-3918吉川　栄博 吉川　栄博 平 8. 9.11歯   診療所
     京都市右京区西院東貝川町３６番常　勤:    1 新規 現存
     地の２ (歯       1) 平29. 9.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50707-0217-9 トミイ歯科・矯正歯科〒615-0012 075-311-3185冨井　明子 冨井　明子 平 8. 9.17歯   矯歯 小歯診療所
     京都市右京区西院高山寺町１０ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平29. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50807-0218-7 田中龍男歯科医院 〒615-0091 075-822-7156田中　龍男 田中　龍男 平 8.12.24歯   診療所
     京都市右京区山ノ内御堂殿町７番常　勤:    1 移転 現存
     ５ (歯       1) 平29.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50907-0219-5 森歯科 〒616-8151 075-863-2525森　亮輔 森　亮輔 平 9. 3.18歯   矯歯 小歯診療所
     京都市右京区太秦帷子ヶ辻町２６常　勤:    1 新規 現存
     －３エルセドール１号 (歯       1) 平30. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51007-0221-1 相模歯科医院 〒616-8234 075-466-2471相模　充彦 相模　充彦 平 9.12.15歯   小歯 矯歯診療所
     京都市右京区鳴滝嵯峨園町２－３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51107-0224-5 ただ歯科診療所 〒616-8185 075-882-6406多田　久也 多田　久也 平10. 4.17歯   矯歯 小歯診療所
     京都市右京区太秦開日町２１－１常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ９ (歯       2) 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51207-0225-2 医療法人洛生会田中歯〒615-0934 075-863-4184医療法人洛生会田中歯田中　球生 平10.10.30歯   診療所
     科医院梅津診療所 京都市右京区梅津北浦町３－７ 常　勤:    2科医院　理事長　田中 新規 現存
     (歯       2)　球生 平28.10.30
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  51307-0226-0 中島歯科医院 〒616-8413 075-862-4474中島　良之 中島　良之 平11. 8. 1歯   診療所
     京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ常　勤:    1 移転 現存
     前町２２－１３０ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51407-0227-8 宮田歯科医院 〒615-0022 075-312-2727宮田　敏明 宮田　敏明 平12. 4. 1歯   診療所
     京都市右京区西院平町一 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51507-0230-2 郷歯科医院 〒615-0822 075-313-0719郷　真奈武 郷　真奈武 平12.12.27歯   歯外 小歯診療所
     京都市右京区西京極中町１１ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平24.12.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51607-0231-0 よねざわ歯科医院 〒616-8305 075-864-8714米沢　武 米沢　武 平13. 2. 1歯   診療所
     京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町常　勤:    1 新規 現存
     ４３－４１ (歯       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51707-0232-8 さが松井歯科医院 〒616-8356 075-863-5580松井　孝平 松井　孝平 平13. 7. 1歯   矯歯 診療所
     京都市右京区嵯峨天龍寺中島町１常　勤:    1 新規 現存
     ３－４、１３－５ (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51807-0234-4 髙井歯科医院 〒616-8345 075-872-0598髙井　良彦 髙井　良彦 平13.12.17歯   診療所
     京都市右京区嵯峨折戸町２７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25.12.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51907-0236-9 サガミ歯科医院 〒615-0011 075-311-2773相模　宜伸 相模　宜伸 平15. 4. 1歯   診療所
     京都市右京区西院東淳和院町９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52007-0237-7 歯科小児歯科乃子医院〒616-8185 075-871-2725孝本　乃子 孝本　乃子 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     京都市右京区太秦開日町２－１コ常　勤:    1 新規 現存
     ーポエル２０１ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52107-0240-1 安井歯科医院 〒601-0321 0771-53-0370安井　賢二 安井　賢二 平 5. 3. 2歯   診療所
     京都市右京区京北塔町宮ノ前３４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52207-0243-5 京北米山歯科医院 〒601-0251 0771-52-0205米山　良一 米山　良一 平17. 4. 1歯   診療所
     京都市右京区京北周山町上代２－常　勤:    1 その他 現存
     １～５ (歯       1) 平29. 4. 1
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  52307-0244-3 田村歯科医院 〒601-0534 0771-54-0963田村　直也 田村　直也 平17.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市右京区京北下弓削町狭間谷常　勤:    1 交代 現存
     １－２７ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52407-0246-8 医療法人社団裕和会　〒615-0813 075-322-6333医療法人社団　裕和会 野　裕行 平19. 1. 1歯   小歯 診療所
     タキノ歯科医院 京都市右京区西京極佃田町２０番常　勤:    4　理事長　 野　裕行 組織変更 現存
     地森川ビル２階２０２号室 (歯       4) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52507-0247-6 山岡歯科医院 〒615-0901 075-881-4180山岡　雄司 山岡　雄司 平19. 4. 1歯   診療所
     京都市右京区梅津南広町８０－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52607-0249-2 デンタルクリニック川〒615-0852 075-325-6611川村　幸司 川村　幸司 平20.11. 1歯   歯外 診療所
     村 京都市右京区西京極西川町１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52707-0250-0 おおしろ歯科医院 〒616-8104 075-882-0046大城　雄史 大城　雄史 平20.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都市右京区太秦下刑部町３－３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     コリドール天神川１Ｆ (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52807-0251-8 髙島歯科診療所 〒615-0055 075-874-6334髙島　啓太 髙島　啓太 平21. 9. 1歯   小歯 診療所
     京都市右京区西院西田町１洛西マ常　勤:    2 新規 現存
     ンションＮＯ，２　１０２号室 (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52907-0252-6 さがのあおい歯科 〒616-8322 075-863-5533加藤　純 加藤　純 平21.11. 1歯   小歯 診療所
     京都市右京区嵯峨野芝野町２－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53007-0254-2 あきた歯科クリニック〒616-8222 075-861-8690秋田　真一 秋田　真一 平21.12. 1歯   小歯 診療所
     京都市右京区常盤仲之町３－２６常　勤:    1 新規 現存
     ｉ．Ｈｏｕｓｅ０２　１階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53107-0255-9 こうの歯科 〒615-0932 075-865-0206河野　京子 河野　京子 平22. 5. 1歯   診療所
     京都市右京区梅津上田町６４－３常　勤:    1 新規 現存
     河野ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53207-0258-3 高寄歯科医院 〒616-8157 075-861-4624髙寄　直昭 髙寄　直昭 平22.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市右京区太秦御所ノ内町２５常　勤:    1 交代 現存
     －１０ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53307-0259-1 原田ファミリー歯科 〒615-0885 075-201-5567原田　顕次 田　顕次 平23. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市右京区西京極午塚町３０番常　勤:    1 新規 現存
     地にぎわいの街高辻１階 (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53407-0260-9 武田歯科医院 〒616-8043 075-461-8245武田　明良 武田　明良 平23. 2. 1歯   小歯 診療所
     京都市右京区花園寺ノ内町３４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53507-0261-7 湯浅歯科医院 〒616-8157 075-864-0016湯浅　啓 湯浅　啓 平23. 8. 1歯   小歯 診療所
     京都市右京区太秦御所ノ内町１７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53607-0262-5 白川歯科医院 〒616-8042 075-461-0171白川　博基 白川　博基 平23.10. 8歯   診療所
     京都市右京区花園伊町４４番１４常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53707-0263-3 医療法人社団ティース〒616-8104 075-863-5422医療法人社団ティース森　重樹 平23.10. 5矯歯 他   診療所
     コレクト　もり矯正歯京都市右京区太秦下刑部町１２番常　勤:    1コレクト　理事長　森 組織変更 現存
     科 地サンサ右京１０２ (歯       1)　重樹 平29.10. 5
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53807-0264-1 宕陰歯科診療所 〒616-8487 075-621-4113濵　 孝 濵　 孝 平23.11. 1歯   診療所
     京都市右京区嵯峨越畑中ノ町２２常　勤:    1 新規 現存
     －４ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53907-0265-8 医療法人社団　永和会〒615-0011 075-322-3338医療法人社団　永和会富永　康彦 平24. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     　西院デンタルクリニ京都府京都市右京区西院東淳和院常　勤:    4　理事長　富永　康彦 組織変更 小歯 現存
     ック 町１番地１アフレ西院３階 (歯       4) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54007-0266-6 医療法人　越久村歯科〒615-0067 075-321-4768医療法人　越久村歯科越久村　眞一 平24. 5. 1歯   診療所
     医院 京都府京都市右京区西院小米町３常　勤:    1医院　理事長　越久村 組織変更 現存
     ６番地越久村ビル１階 (歯       1)　眞一 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54107-0267-4 医療法人みらい　いば〒616-8181 075-864-0223医療法人みらい　理事茨木　敢 平24.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     らき歯科クリニック 京都市右京区太秦京ノ道町１４番常　勤:    1長　茨木　敢 組織変更 現存
     地３　アトラスグランドメゾン１(歯       1) 平24.11. 1
     Ｆ 非常勤:    1
     (歯       1)
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  54207-0268-2 医療法人　叡智会　堤〒616-8105 075-861-2886医療法人　叡智会　理堤　直哉 平24.11. 1歯   診療所
     歯科医院 京都府京都市右京区太秦森ケ前町常　勤:    1事長　堤　直哉 組織変更 現存
     １３番地１２ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54307-0270-8 新井歯科医院 〒616-8371 075-881-2714新井　正敏 新井　正敏 平25. 7. 1歯   診療所
     京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町４常　勤:    2 交代 現存
     －４ (歯       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54407-0271-6 いとう歯科クリニック〒616-8152 075-863-4618伊東　政史 伊東　政史 平25.12. 1歯   診療所
     京都市右京区太秦堀ヶ内町３０－常　勤:    1 新規 現存
     ７ラ・フェスタ太秦１Ｆ (歯       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54507-0273-2 岩本デンタルクリニッ〒615-0066 075-325-0184岩本　敏昌 岩本　敏昌 平26. 4. 1歯   診療所
     ク 京都市右京区西院四条畑町５番１常　勤:    1 新規 現存
     ０畑町秋田ビル１０１ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54607-0274-0 せきね歯科医院 〒615-0885 075-874-7232関根　悠三 関根　悠三 平26.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     京都市右京区西京極午塚町６０　常　勤:    1 新規 現存
     ハイツＤＳＫ１Ｆ (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54707-0276-5 医療法人博愛会たかも〒615-0001 075-325-1777医療法人博愛会たかも髙森　博一 平27. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     り歯科医院 京都市右京区西院上今田町１５番常　勤:    1り歯科医院　理事長　 組織変更 歯外 現存
     地クリスタルグランツ西大路三条(歯       1)髙森　博一 平27. 7. 1
     １階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54807-0277-3 医療法人　冨井歯科医〒615-0057 075-314-5216医療法人　冨井歯科医冨井　学 平27.10. 1歯   診療所
     院 京都市右京区西院東貝川町６番地常　勤:    2院　理事長　冨井　学 移転 現存
     ＣＡＳＡ　ＥＭＯＮ１階 (歯       2) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54907-0278-1 五条にしかわ歯科クリ〒615-0046 075-555-7441西川　理 西川　理 平28.11. 1歯   診療所
     ニック 京都市右京区西院西溝崎町１番地常　勤:    1 新規 現存
     パレフルーヴ五条１０５ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55007-0279-9 医療法人　学殖会　村〒615-0071 075-311-5811医療法人学殖会村井歯村井　正剛 平28.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     井歯科医院 京都市右京区山ノ内西裏町１５番常　勤:    2科医院　理事長　村井 組織変更 歯外 現存
     地の２ (歯       2)　正剛 平28.11. 1
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  55107-0280-7 医療法人宮田歯科医院〒615-0854 075-315-0102医療法人宮田歯科医院宮田　匡人 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都府京都市右京区西京極堤外町常　勤:    2　理事長　宮田　匡人 組織変更 現存
     １番地３０ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55207-0281-5 医療法人嵯峨嵐山たか〒616-8414 075-881-1185医療法人嵯峨嵐山たか髙藤　洋之 平29. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     ふじ歯科医院 京都市右京区嵯峨大覚寺門前八軒常　勤:    1ふじ歯科医院　理事長 組織変更 矯歯 現存
     町３番地１３ (歯       1)　髙藤　洋之 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55307-0282-3 医療法人忠政会ＤＣも〒615-0035 075-326-8718医療法人忠政会　理事森　忠光 平29. 7. 1歯   診療所
     り歯科 京都市右京区西院追分町２５番地常　勤:    2長　森　忠光 移転 現存
     １イオンモール京都五条店３階 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55407-0283-1 モリ歯科医院 〒616-8416 075-861-5444森　靖博 森　靖博 平29.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市右京区嵯峨大覚寺門前井頭常　勤:    1 交代 現存
     町１７－１４ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55508-0004-9 橋本歯科医院 〒605-0862 橋本　外喜正 橋本　外喜正 昭47.11. 1歯   診療所
     京都市東山区清水４丁目１７１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平11.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55608-0011-4 西崎歯科医院 〒605-0036 075-561-4455西崎　義雄 西崎　義雄 平 5.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市東山区三条通白川橋東入五常　勤:    3 新規 現存
     軒町１０６－１１ (歯       3) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55708-0103-9 長谷川歯科医院 〒605-0012 長谷川　清彦 長谷川　清彦 昭47.11. 1歯   診療所
     京都市東山区三条通大橋東五丁目常　勤:    1 新規 現存
     西海子町五四 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55808-0108-8 雨宮歯科医院 〒605-0063 075-561-1534雨宮　喬 雨宮　喬 昭49. 3. 4歯   診療所
     京都市東山区松原東大路西入 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 4
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55908-0109-6 中村歯科医院 〒605-0981 中村　弘吉 中村　弘吉 昭52. 5. 1歯   診療所
     京都市東山区本町２２丁目５１６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56008-0131-0 平山歯科医院 〒605-0965 平山　幸市郎 平山　幸市郎 昭59. 4. 9歯   診療所
     京都市東山区今熊野池田町６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  56108-0132-8 藤田歯科医院 〒605-0033 075-771-2215藤田　耕二 藤田　耕二 平 8. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市東山区三条通神宮道東入ル常　勤:    1 新規 現存
     夷町１６７ (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56208-0134-4 名和歯科医院 〒605-0817 075-525-3033名和　右悟 名和　右悟 平 6. 4.17歯   診療所
     京都市東山区大和大路通松原上ル常　勤:    1 新規 現存
     弓矢町５番地 (歯       1) 平30. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56308-0140-1 こなかじま歯科 〒605-0993 小中島　諭一 小中島　諭一 平 3. 4. 1歯   診療所
     京都市東山区七条通鞘町西入日吉常　勤:    1 新規 現存
     町２２５ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56408-0141-9 林歯科医院 〒605-0081 林　靜男 林　靜男 平 3. 4.10歯   診療所
     京都市東山区古門前通大和大路東常　勤:    1 新規 現存
     入ル三吉町３４３ (歯       1) 平30. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56508-0142-7 くにす歯科・矯正歯科〒605-0973 075-533-2311國栖　聡 國栖　聡 平 4. 4.27歯   矯歯 小歯診療所
     京都市東山区泉涌寺門前町２６エ常　勤:    1 新規 現存
     グゼ東山２Ｆ (歯       1) 平28. 4.27
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56608-0145-0 後藤歯科医院 〒605-0931 後藤　保 後藤　保 平 7. 4. 1歯   診療所
     京都市東山区正面通本町東入茶屋常　勤:    1 新規 現存
     町５０９ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56708-0147-6 岡村歯科医院 〒605-0933 岡村　泰介 岡村　泰介 平 8. 2.26歯   診療所
     京都市東山区四条大和大路西入ル常　勤:    1 新規 現存
     中之町２０６志満家ビル４Ｆ (歯       1) 平29. 2.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56808-0148-4 佐藤歯科医院 〒605-0862 075-561-7411佐藤　雅之 佐藤　雅之 平11. 1. 5歯   診療所
     京都市東山区清水４丁目１４７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56908-0150-0 新実デンタルクリニッ〒605-0074 075-532-0200新実　順男 新実　順男 平13. 4.16歯   診療所
     ク 京都市東山区祇園町南側５３８番常　勤:    1 移転 現存
     地 (歯       1) 平25. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57008-0153-4 ふじおか歯科医院 〒605-0973 075-531-4077藤岡　一途 藤岡　一途 平16. 9. 1歯   小歯 診療所
     京都市東山区泉涌寺門前町２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
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  57108-0155-9 医療法人健口美会　奥〒605-0086 075-551-8148医療法人健口美会　奥奧野　博人 平19. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     野歯科祇園縄手診療所京都市東山区大和大路通三条下る常　勤:    1野歯科　理事長　奥野 新規 歯外 現存
     三丁目弁財天町１３番地 (歯       1)　博茂 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57208-0156-7 仁木歯科医院 〒605-0981 075-531-1550仁木　寛 仁木　寛 平20. 5. 2歯   歯外 診療所
     京都市東山区本町７丁目２４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57308-0158-3 奥田歯科医院 〒605-0981 075-531-0015奥田　啓之 奥田　啓之 平23. 1. 1歯   診療所
     京都市東山区本町２０丁目４３４常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57408-0159-1 京都三条大橋歯科診療〒605-0009 075-752-0007川畑　知広 川畑　知広 平27. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     所 京都市東山区三条通り大橋東入大常　勤:    1 新規 歯外 現存
     橋町１１５番地尚美ビル１階 (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57508-0160-9 横山歯科診療所 〒605-0082 075-561-1896横山　忠明 横山　忠明 平27. 1.13歯   歯外 診療所
     京都市東山区新門前通大和大路東常　勤:    1 交代 現存
     入２丁目中之町２３６ (歯       1) 平27. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57608-0161-7 今井歯科医院 〒605-0851 075-561-1344今井　信行 今井　信行 平27. 9. 1歯   矯歯 診療所
     京都市東山区東大路通松原上ル２常　勤:    1 新規 現存
     丁目玉水町７１－５ (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57708-0162-5 東福寺デンタルクリニ〒605-0981 075-551-2066齋藤　隆夫 齋藤　隆夫 平28. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 京都市東山区本町１２丁目２２９常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57809-0019-5 医療法人　竹内歯科診〒612-8083 075-611-0177医療法人竹内歯科診療竹内　大智 平 5.11. 1歯   診療所
     療所 京都市伏見区京町９丁目４１ 常　勤:    1所　理事長　竹内　大 新規 現存
     (歯       1)智 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57909-0112-8 柴田歯科医院 〒612-0029 075-643-0609柴田　正孝 柴田　正孝 昭52. 4.18歯   診療所
     京都市伏見区深草西浦町７丁目２常　勤:    2 新規 現存
     ８－２ (歯       2) 平28. 4.18
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  58009-0125-0 吉川歯科医院 〒612-8445 吉川　直彦 吉川　直彦 昭54. 2. 1歯   診療所
     京都市伏見区竹田浄菩提院町１２常　勤:    1 新規 現存
     ７コーポ森崎１－２ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58109-0129-2 水谷歯科医院 〒612-0013 水谷　大輔 水谷　大輔 昭54. 7. 1歯   診療所
     京都市伏見区深草祓川町２４－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58209-0130-0 中井歯科医院 〒612-8052 075-601-1459中井　幸利 中井　幸利 昭54. 7. 1歯   歯外 診療所
     京都市伏見区瀬戸物町７３５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58309-0132-6 タケウチ歯科診療所 〒612-8136 竹内　正敏 竹内　正敏 昭54.10. 8歯   診療所
     京都市伏見区向島四ツ谷池１４－常　勤:    1 新規 現存
     １９ (歯       1) 平24.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58409-0133-4 仁科歯科医院 〒612-8083 仁科　尚久 仁科　尚久 昭54.11. 7歯   診療所
     京都市伏見区京町４丁目１６８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58509-0134-2 宗久歯科医院 〒612-8044 075-601-1351宗久　剛 宗久　剛 昭54.12. 1歯   診療所
     京都市伏見区丹後町７０６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58609-0136-7 長谷川歯科医院 〒601-1371 075-572-8814長谷川　郁子 長谷川　郁子 昭54.12. 3歯   診療所
     京都市伏見区醍醐上ノ山町４－７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58709-0138-3 小原歯科医院 〒601-1462 075-572-8106小原　克敏 小原　克敏 昭55. 3. 3歯   診療所
     京都市伏見区小栗栖森本町２０－常　勤:    2 新規 現存
     １００ (歯       2) 平28. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58809-0141-7 瀧野歯科医院 〒612-0065 瀧野　誠一 瀧野　誠一 昭55.11. 4歯   診療所
     京都市伏見区桃山羽柴長吉東町６常　勤:    1 新規 現存
     ５－２ (歯       1) 平28.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58909-0146-6 小泉歯科医院 〒612-8141 小泉　博 小泉　博 昭56. 3.31歯   診療所
     京都市伏見区向島二ノ丸町１５１常　勤:    1 新規 現存
     －４０ (歯       1) 平29. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59009-0149-0 丸山歯科医院 〒612-0034 丸山　康子 丸山　康子 昭56. 6. 2歯   診療所
     京都市伏見区深草七瀬川町８７５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 2
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  59109-0152-4 石田歯科医院 〒601-1439 石田　登 石田　登 昭57. 5. 7歯   小歯 診療所
     京都市伏見区石田森東町６－１１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59209-0157-3 上野歯科医院 〒612-0054 上野　伸樹 上野　伸樹 昭58. 9. 6歯   診療所
     京都市伏見区桃山最上町２８－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59309-0158-1 オオタ歯科医院 〒612-0046 太田　稔 太田　稔 昭58. 8.27歯   診療所
     京都市伏見区深草大亀谷八島町５常　勤:    1 新規 現存
     －１０ (歯       1) 平28. 8.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59409-0159-9 カグチ歯科医院 〒612-0054 加口　雅之 加口　雅之 昭58.10. 4歯   診療所
     京都市伏見区桃山最上町１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59509-0161-5 今永歯科医院 〒612-8331 今永　英仁 今永　英仁 昭59. 1.10歯   小歯 診療所
     京都市伏見区菊屋町８３６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59609-0163-1 嶋本歯科医院 〒601-1365 嶋本　茂生 嶋本　茂生 平 2. 5. 8歯   診療所
     京都市伏見区醍醐新開６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59709-0167-2 南歯科医院 〒612-0011 南　彰博 南　彰博 昭59. 8.20歯   診療所
     京都市伏見区深草鈴塚町３２－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59809-0169-8 西川歯科医院 〒612-0889 075-641-2143西川　正 西川　正 昭60. 8. 1歯   診療所
     京都市伏見区深草直違橋８丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ２１ (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59909-0171-4 中出歯科医院 〒612-8491 075-931-6631中出　勝久 中出　勝久 平 6. 8.31歯   小歯 診療所
     京都市伏見区久我石原町９－２３常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平24. 8.31
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60009-0174-8 森川歯科医院 〒612-8058 森川　正治 森川　正治 昭61. 7. 1歯   診療所
     京都市伏見区風呂屋町２５９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
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  60109-0176-3 今井歯科医院 〒612-8133 今井　健二 今井　健二 昭62. 2. 4歯   矯歯 小歯診療所
     京都市伏見区向島鷹場町８２－８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60209-0179-7 赤木歯科医院 〒613-0903 075-631-3380赤木　保夫 赤木　保夫 平 5. 9. 1歯   診療所
     京都市伏見区淀本町１７３－８６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60309-0181-3 岩井歯科南口診療所 〒612-8016 岩井　慎二 岩井　慎二 昭63. 2. 1歯   小歯 診療所
     京都市伏見区桃山町養斉１６－９常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60409-0183-9 織田歯科医院 〒612-0072 織田　和博 織田　和博 平元. 8. 1歯   診療所
     京都市伏見区桃山筒井伊賀東町６常　勤:    1 新規 現存
     ４－２ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60509-0185-4 三浦歯科医院 〒612-8034 三浦　克敏 三浦　克敏 平元.10. 2歯   診療所
     京都市伏見区桃山町泰長老９３－常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60609-0186-2 片尾歯科診療所 〒612-8321 片尾　秀信 片尾　秀信 平元.11. 9歯   診療所
     京都市伏見区越前町６０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60709-0188-8 磯野歯科医院 〒612-8494 075-931-7130磯野　典正 磯野　典正 平 2. 9.20歯   診療所
     京都市伏見区久我東町２１２－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60809-0192-0 猿田歯科医院 〒613-0903 猿田　真士 猿田　真士 平 3. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市伏見区淀本町１６７－６コ常　勤:    1 新規 現存
     ーポ西森淀１Ｆ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60909-0193-8 むらやま歯科 〒612-0869 村山　俊幸 村山　俊幸 平 3. 4.24歯   診療所
     京都市伏見区深草直違橋北１丁目常　勤:    1 新規 現存
     ４５４－２ツエノビル１階 (歯       1) 平30. 4.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61009-0196-1 堀口歯科医院 〒612-0889 075-641-1927堀口　靖史 堀口　靖史 平 4. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市伏見区深草直違橋４丁目３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ５０－１ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61109-0199-5 まぶち歯科医院 〒601-1366 馬渕　隆史 馬渕　隆史 平 4. 4.23歯   小歯 診療所
     京都市伏見区醍醐大構町１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.23
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  61209-0200-1 三村歯科医院 〒613-0906 三村　善郎 三村　善郎 平 4. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都市伏見区淀新町２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61309-0201-9 ふくだ歯科医院 〒612-8421 福田　正博 福田　正博 平 4.10.27歯   診療所
     京都市伏見区竹田桶ノ井町８２イ常　勤:    1 新規 現存
     ンペリアル明日香１Ｆ (歯       1) 平28.10.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61409-0203-5 小島矯正歯科 〒612-8086 小島　孝明 小島　孝明 平 5. 3.15矯歯 診療所
     京都市伏見区京町北７丁目２２－常　勤:    1 新規 現存
     １京都総合サ－ビスビル１Ｆ (歯       1) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61509-0207-6 山田歯科医院 〒612-8015 山田　直樹 山田　直樹 平 6. 1. 1歯   診療所
     京都市伏見区桃山町和泉４４－２常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61609-0208-4 吉松歯科医院 〒612-8401 吉松　信博 吉松　信博 平 6. 1. 1歯   小歯 診療所
     京都市伏見区深草下川原町３１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61709-0210-0 安岡歯科医院 〒612-0045 安岡　良介 安岡　良介 平 6. 7. 1歯   診療所
     京都市伏見区深草石橋町９－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61809-0211-8 中川歯科医院 〒612-8081 中川　健司 中川　健司 平 6. 8. 1歯   診療所
     京都市伏見区新町５丁目５０９－常　勤:    1 新規 現存
     １塚本ビル２Ｆ－Ｂ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61909-0212-6 牟 歯科医院 〒613-0906 牟 　誠 牟 　誠 平 6. 8. 1歯   小歯 診療所
     京都市伏見区淀新町５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62009-0215-9 医療法人社団ミヤタ歯〒612-8495 075-934-2957医療法人社団ミヤタ歯三谷　慎一 平 6.10. 3歯   小歯 歯外診療所
     科 京都市伏見区久我森の宮町９－１常　勤:    1科　理事長　宮田　佳 新規 矯歯 現存
     ３ (歯       1)子 平24.10. 3
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62109-0216-7 たふ歯科医院 〒612-8121 袋布　充 袋布　充 平 6.10.25歯   診療所
     京都市伏見区向島善阿弥町１８－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平24.10.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  62209-0218-3 黒川歯科医院 〒612-8141 075-622-1808黒川　真理 黒川　真理 平 7. 3.18歯   診療所
     京都市伏見区向島二ノ丸町３０７常　勤:    1 新規 現存
     －３１ (歯       1) 平28. 3.18
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62309-0220-9 河野歯科医院 〒612-0846 河野　裕 河野　裕 平 7. 7. 3歯   診療所
     京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町常　勤:    1 新規 現存
     １６６－１７ (歯       1) 平28. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62409-0224-1 桃山白石歯科医院 〒612-8037 075-605-1181白石　友信 白石　友信 平 8. 2.14歯   矯歯 小歯診療所
     京都市伏見区桃山町鍋島１７－２常　勤:    2 新規 現存
     　ラポール桃山１Ｆ (歯       2) 平29. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62509-0226-6 岩井歯科医院 〒612-8422 075-641-3449岩井　啓三 岩井　啓三 平 8. 9. 1歯   診療所
     京都市伏見区竹田七瀬川町３２０常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62609-0228-2 歯科中川医院 〒612-0052 075-645-6497中川　哲也 中川　哲也 平 8.10. 7歯   歯外 小歯診療所
     京都市伏見区深草墨染町５番地５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62709-0233-2 タナカ歯科医院 〒601-1375 075-574-1182田中　勝 田中　勝 平 9. 7.28歯   小歯 歯外診療所
     京都市伏見区醍醐高畑町３０－９常　勤:    1 新規 現存
     アッシジイグジット１Ｆ東側 (歯       1) 平30. 7.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62809-0234-0 宮田歯科医院 〒612-0027 075-641-1587宮田　道子 宮田　道子 平 9. 8. 1歯   診療所
     京都市伏見区深草極楽町７４２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62909-0235-7 浜歯科医院 〒612-8081 075-621-4113濱　邦孝 濱　邦孝 平 9. 8.25歯   小歯 歯外診療所
     京都市伏見区新町４丁目４６５番常　勤:    1 新規 現存
     地 (歯       1) 平24. 8.25
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63009-0236-5 はせがわ歯科医院 〒612-8075 075-601-1108長谷川　貴彦 長谷川　貴彦 平10. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市伏見区桝形町４５２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63109-0238-1 田伏歯科医院 〒612-0088 075-641-3223田伏　圭子 田伏　圭子 平10. 7. 1歯   診療所
     京都市伏見区深草出羽屋敷町２番常　勤:    2 交代 現存
     地の１ (歯       2) 平28. 7. 1
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  63209-0240-7 医療法人和人会マス歯〒612-8485 075-921-8020医療法人和人会マス歯桝　展靖 平10.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 京都市伏見区羽束師志水町１２７常　勤:    2科医院　理事長　桝　 組織変更 現存
     番地の２ (歯       2)展靖 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63309-0241-5 医療法人三林会　三林〒612-8048 075-622-8268医療法人三林会　理事工藤　靖爾 平10.11. 4歯   診療所
     歯科医院 京都市伏見区大阪町６０６ 常　勤:    2長　三林　砂綾子 移転 現存
     (歯       2) 平28.11. 4
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63409-0243-1 加藤歯科医院 〒612-8141 075-621-1500加藤　学 加藤　学 平10.12.11歯   小歯 診療所
     京都市伏見区向島二ノ丸町６８－常　勤:    1 新規 現存
     ２４２ (歯       1) 平28.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63509-0244-9 よし川歯科医院 〒612-8002 075-603-3168吉川　榮勝 吉川　榮勝 平11. 3. 1歯   小歯 診療所
     京都市伏見区桃山町山ノ下５１－常　勤:    1 移転 現存
     ４３ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63609-0246-4 浅井歯科医院 〒612-0047 075-643-7267浅井　正博 淺井　正博 平11. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     京都市伏見区深草大亀谷内膳町２常　勤:    2 新規 現存
     ４ (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63709-0248-0 たなか歯科医院 〒612-8006 075-605-8217田中　孝明 田中　孝明 平12. 3. 1歯   診療所
     京都市伏見区桃山町大島３８－２常　勤:    1 新規 現存
     　桃山南ショッピングセンター (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63809-0251-4 医療法人桝歯科医院 〒612-8490 075-601-5070医療法人桝歯科医院　桝　充弘 平12. 6.12歯   診療所
     京都市伏見区下鳥羽南柳長町１２常　勤:    1理事長　桝　充弘 移転 現存
     ４ (歯       1) 平30. 6.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63909-0252-2 太田歯科医院 〒612-8081 075-612-2241山下　英俊 山下　英俊 平12. 8.10歯   診療所
     京都市伏見区新町二丁目５０３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64009-0256-3 仁科歯科医院 〒612-8018 075-601-2675仁科　真吾 仁科　真吾 平13. 1. 5歯   診療所
     京都市伏見区桃山町丹後１０－４常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64109-0257-1 こが橋本歯科医院 〒612-8495 075-935-8148橋本　昌美 橋本　昌美 平13. 3. 1歯   小歯 診療所
     京都市伏見区久我森の宮町２－１常　勤:    1 新規 現存
     第２０洛西ハイツ久我１０２号 (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  64209-0259-7 野添歯科医院 〒612-0881 075-643-0552川瀨　香理 川瀨　香理 平13. 4. 1歯   診療所
     京都市伏見区深草稲荷御前町７２常　勤:    2 その他 現存
     －３ (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64309-0262-1 医療法人盟兄会　木下〒612-8373 075-605-1400医療法人盟兄会　理事木下　尚樹 平13. 9. 1一般         2診療所
     歯科 京都市伏見区毛利町７８番地 常　勤:    3長　木下　尚樹 組織変更 歯   矯歯 小歯現存
     (歯       3) 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64409-0263-9 しもとば歯科医院 〒612-8465 075-605-1717木下　禎樹 木下　禎樹 平13.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市伏見区中島樋ノ上町１番地常　勤:    1 新規 現存
     赤池小坂ビル２Ｆ (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64509-0267-0 医療法人　くわばら歯〒601-1433 075-572-8188医療法人　くわばら歯桑原　茂久 平14. 8.19歯   小歯 矯歯診療所
     科医院 京都市伏見区石田大山町１６番地常　勤:    3科医院　理事長　桑原 移転 歯外 現存
     １２ (歯       3)　茂久 平26. 8.19
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64609-0268-8 肥後歯科医院 〒601-1347 075-572-0313肥後　芳樹 肥後　芳樹 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     京都市伏見区醍醐合場町８－１６常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64709-0269-6 三久保歯科医院 〒612-8057 075-601-1384三久保　圭子 三久保　圭子 平14.10. 1歯   診療所
     京都市伏見区平野町８２ 常　勤:    1 交代 休止
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64809-0270-4 きたむら歯科医院 〒612-8086 075-604-4870北村　泰子 北村　泰子 平14.12. 1歯   小歯 診療所
     京都市伏見区京町北７丁目１１－常　勤:    1 新規 現存
     １　京都総合サ－ビス第２ビル２(歯       1) 平26.12. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64909-0273-8 すえき歯科医院 〒612-8012 075-604-5554末木　潔 末木　潔 平15. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市伏見区桃山町遠山６９　ス常　勤:    1 新規 現存
     キップコ－ト１階 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65009-0274-6 かながわ矯正歯科 〒612-8007 075-602-1184金　錫俊（金川京市）金　錫俊（金川京市）平15. 5. 1矯歯 診療所
     京都市伏見区桃山町因幡２４番地常　勤:    1 新規 現存
     ３３ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  65109-0275-3 小林歯科医院 〒612-0889 075-641-3585小林　雅代 小林　雅代 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     京都市伏見区深草直違橋七丁目２常　勤:    1 交代 現存
     ７７の２ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65209-0280-3 竹内歯科医院 〒612-0012 075-641-1739須山　康子 須山　康子 平15.12. 1歯   診療所
     京都市伏見区深草一ノ坪町３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65309-0283-7 あきら歯科 〒612-8414 075-644-1188朴（平田）信晃 朴　信晃 平16. 5. 1歯   診療所
     京都市伏見区竹田段川原町２９－常　勤:    1 新規 現存
     １ＡｒｄｅｒＢ．１Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65409-0286-0 医療法人顕樹会　本田〒612-0044 075-645-7070医療法人　顕樹会　理本田　顕哲 平17. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科クリニック 京都市伏見区深草北新町６３１番常　勤:    6事長　本田　顕哲 組織変更 歯外 現存
     地１ (歯       6) 平29. 1. 1
     非常勤:   13
     (歯      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65509-0287-8 ツシマ歯科医院 〒601-1357 075-571-0796對馬　丈二 對馬　丈二 平17. 3. 1歯   小歯 診療所
     京都市伏見区醍醐僧尊坊町１－１常　勤:    1 交代 現存
     ３５ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65609-0289-4 医療法人　吉川歯科医〒612-0051 075-645-0008医療法人　吉川歯科医吉川　薫 平17.10.11歯   小歯 診療所
     院 京都市伏見区墨染町７２８番地 常　勤:    1院　理事長　吉川　薫 組織変更 現存
     (歯       1) 平29.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65709-0291-0 やなぎ歯科医院 〒612-8059 075-622-3181柳　光漢 柳　光漢 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     京都市伏見区南部町６１番地１４常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65809-0292-8 小栗栖うえはら歯科 〒601-1456 075-572-7191上原　宏 上原　宏 平18. 2. 1歯   診療所
     京都市伏見区小栗栖南後藤町６番常　勤:    1 新規 現存
     小栗栖北団地第３８棟１０１号 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65909-0293-6 南歯科診療所 〒612-8018 075-601-6661南　晋介 南　晋介 平18. 3. 1歯   小歯 診療所
     京都市伏見区桃山町丹後２４－７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66009-0295-1 医療法人明徳会　さく〒601-1375 075-571-8241医療法人　明徳会　理串田　健治 平18. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ら歯科クリニック 京都市伏見区醍醐高畑町３０番地常　勤:    1事長　串田　健治 組織変更 歯外 現存
     の１ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  66109-0297-7 ほりのうち歯科医院 〒612-8007 075-603-1231堀之内　淳也 堀之内　淳也 平19. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市伏見区桃山町因幡１０－１常　勤:    1 交代 現存
     ０リバティビル菅原３Ｆ (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66209-0305-8 ワタリウエ歯科 〒601-1424 075-572-3418渡上　定治 渡上　定治 平20. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     京都市伏見区日野田頬町４番４０常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66309-0306-6 やまもと歯科医院 〒601-1364 075-950-1748山本　弘之 山本　弘之 平20.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市伏見区醍醐江奈志町１０の常　勤:    1 新規 現存
     １２１ (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66409-0310-8 医療法人ふくはら歯科〒613-0904 075-631-8558医療法人ふくはら歯科福原　莊太 平20.12. 1歯   小歯 診療所
     クリニック 京都市伏見区淀池上町１６０番地常　勤:    1クリニック　理事長　 移転 現存
     ２０ (歯       1)福原　莊太 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66509-0312-4 西川歯科医院 〒612-0031 075-641-3488西川　均 西川　均 平21. 1. 1歯   診療所
     京都市伏見区深草池ノ内町１０番常　勤:    1 移転 現存
     地１７ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66609-0314-0 サクラ堂歯科医院 〒612-8083 075-644-6741鈴木　篤史 鈴木　篤史 平22. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市伏見区京町三丁目１９９番常　勤:    1 新規 現存
     １京町三丁目テナント (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66709-0315-7 マナブ歯科医院 〒612-8121 075-623-4618袋布　学 袋布　学 平22.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市伏見区向島善阿弥町６０番常　勤:    1 新規 現存
     １０ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66809-0319-9 きのした歯科クリニッ〒601-1366 075-572-3781木下　浩二 木下　浩二 平24. 5. 1歯   歯外 診療所
     ク 京都市伏見区醍醐大構町１８－６常　勤:    1 新規 現存
     シャローム醍醐１Ｆ西側テナント(歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66909-0320-7 なかつか歯科医院 〒612-8374 075-611-3966中塚　光治高 中塚　光治高 平24. 9. 1歯   診療所
     京都府京都市伏見区治部町１１３常　勤:    1 新規 現存
     、１１４番地 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67009-0323-1 田ファミリー歯科 〒612-8432 075-646-2477 田　有仁 田　有仁 平25. 5. 1歯   診療所
     京都市伏見区深草柴田屋敷町４０常　勤:    1 新規 現存
     －３プレシャス弐番館１階 (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67109-0324-9 Ｎデンタルクリニック〒612-8444 075-623-8148野間　康子 野間　康子 平25. 9. 1歯   診療所
     「野間歯科医院」 京都市伏見区竹田田中宮町　１番常　勤:    1 新規 現存
     地シエルベージュ城南１Ｆ (歯       1) 平25. 9. 1
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  67209-0326-4 伏見リーフ歯科クリニ〒612-8053 075-605-6480森井　一誠 森井　一誠 平25.12. 1歯   診療所
     ック 京都市伏見区東大手町７７２－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67309-0328-0 医療法人社団　将医会〒612-8415 075-643-3545医療法人社団　将医会柴田　将臣 平26. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     　くいなばしデンタル京都府京都市伏見区竹田中島町２常　勤:    4　理事長　柴田　将臣 組織変更 矯歯 現存
     クリニック ０６番地くいな橋駅前ビル１階 (歯       4) 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67409-0330-6 さかなか歯科桃山駅前〒612-8083 075-604-6488阪中　孝一郎 阪中　孝一郎 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 京都市伏見区京町３丁目１７０番常　勤:    1 新規 歯外 現存
     地１ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67509-0331-4 まとば歯科 〒612-8055 075-603-6480的場　豊和 的場　豊和 平26. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都市伏見区伯耆町６－６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67609-0332-2 中山歯科医院 〒612-8219 075-601-1084中山　崇久 中山　崇久 平26. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市伏見区表町５７４－１ピジ常　勤:    2 交代 現存
     ョンハイツ京橋２Ｆ (歯       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67709-0336-3 はやしデンタルクリニ〒612-8018 075-606-1320林　雅也 林　雅也 平27. 7. 1歯   小歯 診療所
     ック 京都府京都市伏見区桃山町丹後１常　勤:    1 新規 現存
     ５番地１Ｙａｍａｋｙｏ　ｂｃ　(歯       1) 平27. 7. 1
     ビル１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67809-0338-9 医療法人圭真会　いく〒612-8354 075-605-1082医療法人圭真会　理事伊熊　直記 平27.10. 1歯   診療所
     ま歯科医院 京都市伏見区西町３８９番地　マ常　勤:    2長　伊熊　直記 組織変更 現存
     ンション都々路１Ｆ (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67909-0339-7 ひらうち歯科 〒612-8101 075-748-7474熊澤　律子 熊澤　律子 平27.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都市伏見区観音寺町２１０番地常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １プリシード桃山御陵ビル２階 (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68009-0340-5 マス歯科医院 〒601-1337 075-573-1180桝　陽一朗 桝　陽一朗 平28. 1. 1歯   小歯 診療所
     京都市伏見区醍醐槇ノ内町８ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  68109-0341-3 医療法人小曽根歯科医〒612-8422 075-643-7021医療法人小曽根歯科医小曽根　善紀 平28. 2. 1歯   小歯 診療所
     院 京都市伏見区竹田七瀬川町３７８常　勤:    1院　理事長　小曽根　 組織変更 現存
     パデシオン伏見深草１階 (歯       1)善紀 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68209-0343-9 医療法人平井歯科ちか〒612-8088 075-602-0648医療法人平井歯科　理平井　千香子 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     デンタルクリニック 京都市伏見区桃山町金森出雲１番常　勤:    1事長　平井　千香子 組織変更 歯外 現存
     地５３ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68309-0344-7 タモツ歯科医院 〒612-8106 075-621-5131保　博之 保　博之 平28. 6. 1歯   診療所
     京都市伏見区豊後橋町９０－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68409-0345-4 桃山歯科クリニック 〒612-8109 075-611-2300奥野　英志 奥野　英志 平28. 9.19歯   矯歯 小歯診療所
     京都市伏見区讃岐町１５５　ラン常　勤:    1 交代 歯外 現存
     スロット桃山１階 (歯       1) 平28. 9.19
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68509-0346-2 医療法人啓直会下村歯〒612-8082 075-601-0043医療法人啓直会　理事下村　智昭 平28.10. 3歯   小歯 診療所
     科医院 京都市伏見区両替町十三丁目１８常　勤:    2長　下村　智昭 組織変更 現存
     ３番地 (歯       2) 平28.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68609-0347-0 医療法人　銀嶺会　北〒612-0889 075-647-0506医療法人銀嶺会　理事北林　克之 平29. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     林歯科医院 京都市伏見区深草直違橋十丁目１常　勤:    2長　北林　克之 移転 歯外 現存
     ５７番地 (歯       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68709-0348-8 医療法人社団尚歯会ビ〒612-8002 075-602-4182医療法人社団尚歯会　熊﨑　秀峰 平29. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     オラ歯科 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下常　勤:    1理事長　梨本　正憲 移転 歯外 現存
     ３２番地ＭＯＭＯテラス２階 (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68809-0349-6 こてら歯科医院 〒612-8039 075-622-5568小寺　博之 小寺　博之 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市伏見区御香宮門前町１９０常　勤:    1 新規 現存
     －４ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68909-0350-4 ひまわり歯科医院 〒601-1338 075-634-8666松茂　芳紀 松茂　芳紀 平29. 4. 1歯   診療所
     京都市伏見区醍醐落保町１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  69009-0351-2 花井歯科医院 〒612-0808 075-641-1994花井　眞希 花井　眞希 平29. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市伏見区深草稲荷榎木橋町２常　勤:    2 交代 現存
     １ (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69109-0352-0 医療法人　はやし歯科〒612-8494 075-931-1166医療法人はやし歯科ク林　英治 平29.10. 1歯   小歯 診療所
     クリニック 京都市伏見区久我東町４番地２９常　勤:    1リニック　理事長　林 組織変更 現存
     (歯       1)　英治 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69209-0353-8 岳歯科クリニック 〒612-8007 075-603-0111芳本　岳 芳本　岳 平29.12. 1歯   歯外 矯歯診療所
     京都府京都市伏見区桃山町因幡１常　勤:    2 新規 小歯 現存
     ０４番地 (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69309-0354-6 ほり心の歯科診療所 〒612-8491 075-932-7053堀　竜平 堀　竜平 平30. 3.26歯   歯外 小歯診療所
     京都市伏見区久我石原町３－４８常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ４ (歯       1) 平30. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69409-0355-3 医療法人京桜会とみざ〒612-8494 075-925-6843医療法人京桜会　理事富澤　さおり 平30. 2. 1歯   小歯 診療所
     わデンタルクリニック京都市伏見区久我東町８番７１ 常　勤:    1長　富澤　さおり 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69509-0356-1 医療法人いいは会ふじ〒612-8141 075-601-6483医療法人いいは会　理藤原　浩司 平30. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     わら歯科 京都市伏見区向島二ノ丸町３８７常　勤:    2事長　藤原　浩司 組織変更 歯外 現存
     番地３ (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69610-0053-2 渡辺歯科医院 〒618-0091 渡辺　香代 渡辺　香代 昭51. 5.10歯   診療所
     乙訓郡大山崎町字円明寺小字殿山常　勤:    1 新規 現存
     １－６４ (歯       1) 平30. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69710-0061-5 西出歯科医院 〒618-0071 西出　滋彦 西出　滋彦 昭54. 1.19歯   診療所
     乙訓郡大山崎町大山崎竜光５５－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69810-0062-3 はっとり歯科医院 〒618-0071 服部　継男 服部　継男 昭59.10. 3歯   診療所
     乙訓郡大山崎町字大山崎小字傍示常　勤:    1 新規 現存
     木１５－５ (歯       1) 平29.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69910-0065-6 医療法人健志会　富阪〒618-0071 075-956-6480医療法人健志会　富阪富阪　正 平 7. 1. 4歯   診療所
     歯科医院 乙訓郡大山崎町字大山崎小字藤井常　勤:    1歯科医院　理事長　富 新規 現存
     畑３３ (歯       1)阪　正 平28. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  70010-0066-4 うめやま歯科医院 〒618-0091 075-952-1300梅山　望 梅山　望 平12.10. 1歯   小歯 診療所
     乙訓郡大山崎町円明寺里ノ後４－常　勤:    2 移転 現存
     １２ (歯       2) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70110-0067-2 はせがわ歯科クリニッ〒618-0091 075-951-8765長谷川　智子 長谷川　智子 平17. 7. 1歯   歯外 診療所
     ク 乙訓郡大山崎町字円明寺小字殿山常　勤:    2 新規 現存
     １－１２６ (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70211-0015-9 松永歯科医院 〒613-0033 松永　芳明 松永　芳明 昭60. 4. 1歯   小歯 診療所
     久世郡久御山町林宮の後６８－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70311-0018-3 医療法人弘部歯科医院〒613-0044 075-632-1363医療法人弘部歯科医院弘部　俊彦 平 5.10. 1歯   歯外 矯歯診療所
     久世郡久御山町藤和田村西７－１常　勤:    3　理事長　弘部　俊彦 新規 現存
     １ (歯       3) 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70411-0019-1 ぬくい歯科医院 〒613-0032 0774-46-5505温井　茂樹 温井　茂樹 平 3. 7. 8歯   診療所
     久世郡久御山町栄１丁目１－７７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70511-0020-9 いそざき歯科医院 〒613-0034 0774-45-3500磯崎　仁志 磯崎　仁志 平 6. 5.10歯   小歯 矯歯診療所
     久世郡久御山町佐山双置２－１１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 5.10
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70611-0025-8 医療法人　原田歯科 〒613-0034 0774-45-2428医療法人　原田歯科　原田　光康 平24. 1. 4歯   小歯 矯歯診療所
     久世郡久御山町佐山新開地１９６常　勤:    1理事長　原田　光康 組織変更 現存
     番地 (歯       1) 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70711-0026-6 医療法人光風会　オー〒613-0024 075-633-0920医療法人光風会　理事平井　秀明 平24. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ，デンタルクリニック久世郡久御山町森南大内１５６－常　勤:    3長　平井　秀明 移転 現存
     １　イオンモール久御山２階 (歯       3) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70812-0021-5 鷹取歯科医院 〒611-0042 鷹取　一公 鷹取　一公 昭42. 5. 2歯   診療所
     宇治市小倉町南堀池１１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 2
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  70912-0023-1 榎川歯科医院 〒611-0043 榎川　米三 榎川　米三 昭47. 9. 1歯   診療所
     宇治市伊勢田町南山５１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71012-0027-2 久富歯科医院 〒611-0031 久富　明宏 久富　明宏 昭47. 4.17歯   診療所
     宇治市広野町西裏１００－６６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71112-0039-7 西尾歯科医院 〒611-0021 西尾　雅也 西尾　雅也 昭52.12. 6歯   診療所
     宇治市宇治妙楽１７１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71212-0041-3 竹中歯科診療所 〒611-0031 竹中　武彦 竹中　武彦 昭53. 3. 1歯   診療所
     宇治市広野町丸山８２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71312-0047-0 神田歯科医院 〒611-0021 神田　豊 神田　豊 昭53.11. 2歯   診療所
     宇治市宇治宇文字２－４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71412-0053-8 歯科新井医院 〒611-0002 0774-32-6816新井　徹 新井　徹 昭54. 5.15歯   診療所
     宇治市木幡熊小路１９－１３２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71512-0055-3 矢部歯科医院 〒611-0033 矢部　次男 矢部　次男 昭54.10. 8歯   診療所
     宇治市大久保町旦椋４５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71612-0057-9 とちむら歯科医院 〒611-0002 杼村　恭秀 杼村　恭秀 昭55.12. 3歯   診療所
     宇治市木幡内畑３４－１１　ユニ常　勤:    1 新規 現存
     ハイショップビル２Ｆ (歯       1) 平28.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71712-0063-7 三光寺歯科医院 〒611-0031 0774-44-2288三光寺　雅之 三光寺　雅之 昭59. 8.19歯   小歯 診療所
     宇治市広野町新成田１００－１９常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平29. 8.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71812-0064-5 にしの歯科クリニック〒611-0031 西野　泰民 西野　泰民 昭56.10.12歯   診療所
     宇治市広野町茶屋裏１１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71912-0068-6 西村歯科医院 〒611-0002 西村　雅文 西村　雅文 昭58. 4.11歯   診療所
     宇治市木幡南端３３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.11



 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    76 頁

  72012-0070-2 貴志歯科医院 〒611-0002 0774-31-8846貴志　有望 貴志　有望 平 8. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇治市木幡大瀬戸２－５ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72112-0074-4 武田歯科医院 〒611-0002 武田　吉治 武田　吉治 昭61. 7.15歯   診療所
     宇治市木幡赤塚３５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72212-0077-7 あだち歯科医院 〒611-0024 安達　忠司 安達　忠司 昭62. 5.19歯   診療所
     宇治市琵琶台１丁目５－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72312-0079-3 常盤歯科医院 〒611-0013 常盤　修 常盤　修 昭63. 1.18歯   小歯 診療所
     宇治市菟道谷下り６３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72412-0081-9 宇治市歯科サービスセ〒611-0021 0774-39-9430宇治市長　山本　正 新谷　孝 平 6. 6. 1歯   診療所
     ンター 宇治市宇治下居１３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:   20
     (歯      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72512-0083-5 中嶋歯科医院 〒611-0011 中嶋　順 中嶋　順 平元. 7. 1歯   診療所
     宇治市五ケ庄平野３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72612-0085-0 吉村歯科医院 〒611-0002 吉村　正博 吉村　正博 平 2. 4.10歯   診療所
     宇治市木幡御蔵山３９－７３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72712-0086-8 小原歯科医院 〒611-0013 小原　秀道 小原　秀道 平 2.12.12歯   診療所
     宇治市菟道東隼上り５－１６１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72812-0087-6 松尾歯科医院 〒611-0011 0774-33-1414松尾　寛孝 松尾　寛孝 平 3. 3.11歯   小歯 診療所
     宇治市五ケ庄折坂２１－１３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  72912-0088-4 鈴木宏受歯科医院 〒611-0025 鈴木　宏受 鈴木　宏受 平 3.11.16歯   小歯 診療所
     宇治市神明宮東９９－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73012-0091-8 医療法人谷歯科医院 〒611-0021 0774-23-5553医療法人谷歯科医院　谷　昇 平 7. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     宇治市宇治下居５　谷ビル１階 常　勤:    2理事長　谷　昇 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73112-0093-4 佐々木歯科医院 〒611-0033 佐々木　久 佐々木　久 平 4.11. 2歯   小歯 診療所
     宇治市大久保町北ノ山２４－１　常　勤:    2 新規 現存
     ホクユービル３Ｆ (歯       2) 平28.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73212-0094-2 医療法人社団佐野歯科〒611-0042 0774-20-2228医療法人社団佐野歯科佐野　日止史 平 8. 3. 1歯   診療所
     医院 宇治市小倉町山際１－２１ 常　勤:    1医院　理事長　佐野　 新規 現存
     (歯       1)日止史 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73312-0096-7 橋本矯正歯科・歯科診〒611-0025 0774-21-2742医療法人社団　橋本会橋本　登 平 8. 3. 1矯歯 歯   診療所
     療所 宇治市神明宮北１８－５ 常　勤:    1　理事長　橋本　登 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73412-0098-3 おばたけ歯科医院 〒611-0002 小畠　昭 小畠　昭 平 5. 7.26歯   診療所
     宇治市木幡東中４６－３木幡グリ常　勤:    1 新規 現存
     ーンハイツ１Ｆ (歯       1) 平29. 7.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73512-0099-1 鈴木旦椋歯科医院 〒611-0033 鈴木　之輔 鈴木　之輔 平 5. 8. 1歯   小歯 診療所
     宇治市大久保町井ノ尻３８中川ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ２０８号室 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73612-0100-7 水谷歯科医院 〒611-0033 水谷　哲郎 水谷　哲郎 平 5. 9. 1歯   診療所
     宇治市大久保町北ノ山９０－３４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73712-0101-5 つまの歯科 〒611-0042 妻野　知明 妻野　知明 平 5.10. 1歯   小歯 診療所
     宇治市小倉町堀池１１－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73812-0104-9 勝田医院矯正歯科 〒611-0021 0774-21-5432勝田　誠 勝田　誠 平 6. 5.10歯   矯歯 診療所
     宇治市宇治里尻２２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  73912-0105-6 嶋村歯科医院 〒611-0042 嶋村　卓夫 嶋村　卓夫 平 6.11. 4歯   小歯 診療所
     宇治市小倉町西畑２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74012-0107-2 万木歯科医院 〒611-0042 0774-22-5544万木　千春 万木　千春 昭60.12.15歯   小歯 診療所
     宇治市小倉町蓮池１７２－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74112-0108-0 飯塚歯科医院 〒611-0002 飯塚　毅 飯塚　毅 平 7. 7.12歯   小歯 診療所
     宇治市木幡西浦３１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74212-0109-8 中村歯科医院 〒611-0021 中村　長隆 中村　長隆 平 8. 1. 1歯   診療所
     宇治市宇治東内２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74312-0110-6 能瀬歯科医院 〒611-0002 0774-33-5751能瀬　佳容子 能瀬　佳容子 平 8. 7. 1歯   小歯 診療所
     宇治市木幡南端２１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74412-0111-4 ながい歯科医院 〒611-0033 0774-46-0118永井　宏 永井　宏 平 8. 8. 1歯   診療所
     宇治市大久保町北ノ山９０－３０常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74512-0113-0 中野歯科医院 〒611-0001 0774-33-8667中野　雅之 中野　雅之 平 9. 5.14歯   小歯 診療所
     宇治市六地蔵奈良町３５北村ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２階 (歯       1) 平30. 5.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74612-0114-8 塩野歯科医院 〒611-0042 0774-28-0418塩野　充 塩野　充 平11. 1. 6歯   診療所
     宇治市小倉町山際４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74712-0115-5 新谷歯科医院 〒611-0002 0774-31-6340新谷　孝 新谷　孝 平11. 4.13歯   診療所
     宇治市木幡北山畑２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4.13
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74812-0116-3 井関歯科 〒611-0044 0774-46-3123井関　誠 井関　誠 平11. 5.22歯   矯歯 小歯診療所
     宇治市伊勢田町名木１－１－２２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ (歯       1) 平29. 5.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  74912-0117-1 河上歯科医院 〒611-0001 0774-33-3261河上　英兒 河上　英兒 平11. 9. 1歯   診療所
     宇治市六地蔵奈良町５８－２２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75012-0118-9 堀歯科医院 〒611-0002 0774-31-5169堀　良之 堀　良之 平12. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     宇治市木幡御園５３の１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75112-0119-7 水谷歯科大谷診療所 〒611-0021 0774-21-8241水谷　邦彦 水谷　邦彦 平12. 1. 1歯   小歯 診療所
     宇治市宇治大谷３４－４８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75212-0120-5 野田歯科医院 〒611-0025 0774-21-6056野田　美由紀 野田　美由紀 平12. 4. 1歯   診療所
     宇治市神明宮北１８－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75312-0123-9 栗林歯科医院 〒611-0001 0774-38-2661栗林　信仁 栗林　信仁 平14. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     宇治市六地蔵町並３３－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75412-0125-4 こすぎ歯科医院 〒611-0031 0774-44-7180小杉　昇 小杉　昇 平14.11. 1歯   小歯 診療所
     宇治市広野町桐生谷３番地 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75512-0126-2 なかむら歯科医院 〒611-0031 0774-41-3461中村　幹 中村　幹 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     宇治市広野町宮谷２１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75612-0127-0 こやま歯科医院 〒611-0002 0774-31-4488小山　和彦 小山　和彦 平15. 6. 1歯   小歯 診療所
     宇治市木幡南山畑３６－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75712-0128-8 横井歯科医院 〒611-0031 0774-41-1717横井　渉 横井　渉 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     宇治市広野町東裏６５－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75812-0129-6 堀内歯科医院 〒611-0042 0774-21-4016堀内　光一 堀内　光一 平15.11. 1歯   小歯 診療所
     宇治市小倉町西浦８８－６４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  75912-0133-8 髙畑歯科 〒611-0013 0774-38-1111髙畑　淳 髙畑　淳 平18. 2. 1歯   診療所
     宇治市莵道平町８９－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76012-0134-6 かのうデンタルクリニ〒611-0043 0774-28-6677加納　宏 加納　宏 平18. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 宇治市伊勢田北山１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76112-0135-3 かまた歯科クリニック〒611-0028 0774-22-2424鎌田　学 鎌田　学 平18. 7. 1歯   小歯 診療所
     宇治市南陵町２－１－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76212-0136-1 いなみ矯正歯科 〒611-0031 0774-44-3143居波　徹 居波　徹 平18. 8. 8矯歯 診療所
     宇治市広野町東裏６２番１ 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平24. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76312-0137-9 おだ歯科小児歯科クリ〒611-0002 0774-33-0648小田　博 小田　博 平18.10. 1小歯 歯   矯歯診療所
     ニック 宇治市木幡御園１番地　長谷川ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３０２ (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76412-0138-7 田村歯科医院 〒611-0002 0774-32-0414田村　尚治 田村　尚治 平19. 1. 1歯   診療所
     宇治市木幡南山５４－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76512-0140-3 医療法人悠歯会　ニシ〒611-0042 0774-24-4181医療法人　悠歯会　理西川　洋一 平19. 8. 6歯   矯歯 小歯診療所
     カワ歯科 宇治市小倉町神楽田１８ 常　勤:    1事長　西川　洋一 移転 現存
     (歯       1) 平25. 8. 6
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76612-0141-1 小林歯科医院 〒611-0003 0774-29-5115小林　功 小林　功 平19.11. 1歯   小歯 診療所
     宇治市平尾台一丁目１３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76712-0142-9 鈴木歯科医院 〒611-0031 0774-43-7227鈴木　淳之 鈴木　淳之 平20. 4. 1歯   診療所
     宇治市広野町茶屋裏３７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76812-0143-7 くめ歯科クリニック 〒611-0021 0774-34-0248久米　博文 久米　博文 平20. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宇治市宇治若森２９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
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  76912-0144-5 宮地歯科医院 〒611-0026 0774-43-2011宮地　良彰 宮地　良彰 平20.10. 1歯   小歯 診療所
     宇治市開町４０ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77012-0145-2 わかばやし歯科クリニ〒611-0002 0774-31-6480若林　協 若林　協 平21. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 宇治市木幡西中１４－７静古苑ビ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ル西館１階 (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77112-0147-8 内田歯科医院 〒610-0013 0774-28-5489内田　孝寛 内田　孝寛 平22.10. 1歯   小歯 診療所
     宇治市菟道平町１２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77212-0148-6 しらす歯科 〒611-0031 0774-41-1400白數　慎也 白數　慎也 平23. 2. 1歯   小歯 診療所
     宇治市広野町西裏１番１６大久保常　勤:    1 新規 現存
     高架下貸建物Ｃブロック７号室 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77312-0149-4 ひろ歯科クリニック 〒611-0031 0774-45-4618村上　佳宏 村上　佳宏 平23. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     宇治市広野町西裏７１番地５Ｓ．常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     Ｃ　ＯＫＵＢＯ　２階２０１号室(歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77412-0150-2 医療法人　聖医会　中〒611-0021 0774-22-2750医療法人　聖医会　理中村　雅彦 平23.11. 7歯   小歯 診療所
     村歯科医院 宇治市宇治壱番１９番１ 常　勤:    2事長　中村　雅彦 移転 現存
     (歯       2) 平29.11. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77512-0152-8 かわい歯科クリニック〒611-0001 0774-66-1181河合　高弘 河合　高弘 平24.11. 1歯   歯外 診療所
     京都府宇治市六地蔵奈良町７４番常　勤:    2 新規 現存
     地１パデシオン六地蔵ザ・ミッド(歯       2) 平24.11. 1
     モール１Ｆ 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77612-0153-6 医療法人桃李六然会い〒611-0041 0774-20-9898医療法人桃李六然会い伊保木　幹生 平24.11. 1歯   診療所
     ほき歯科医院 京都府宇治市槇島町三十五　５６常　勤:    2ほき歯科医院　理事長 組織変更 現存
     －１１ (歯       2)　伊保木　幹生 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77712-0154-4 安藤歯科医院 〒611-0041 0774-24-0273安藤　昭嗣 安藤　昭嗣 平25. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     京都府宇治市槇島町清水４８ベル常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ファ宇治１階 (歯       2) 平25. 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    82 頁

  77812-0155-1 つまのひまわり歯科 〒611-0041 0774-22-1100妻野　純朗 妻野　純朗 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     宇治市槇島町落合１２０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77912-0157-7 医療法人　友誠会　西〒611-0021 0774-24-1102医療法人　友誠会　理西垣　博 平26. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     垣歯科医院 京都府宇治市宇治半白１５番２２常　勤:    1事長　西垣　博 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78012-0158-5 医療法人保田歯科医院〒611-0042 0774-20-0405医療法人保田歯科医院保田　宗則 平26.11. 1歯   診療所
     京都府宇治市小倉町老ノ木１３番常　勤:    2　理事長　保田　宗茂 組織変更 現存
     地の１公栄ビル小倉マンション二(歯       2) 平26.11. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78112-0160-1 矢野歯科医院 〒611-0044 0774-44-7234矢野　隆嗣 矢野　隆嗣 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     宇治市伊勢田町名木３丁目１－４常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78212-0161-9 医療法人社団　明水会〒611-0042 0774-20-3531医療法人社団明水会か金　美希（金田美希）平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     　かねだ歯科クリニッ京都府宇治市小倉町久保１１１－常　勤:    2ねだ歯科医院　理事長 移転 現存
     ク １辻岩ビル新館　５階 (歯       2)　金田　 明 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78312-0162-7 にしむら歯科医院 〒611-0013 0774-21-6448西村　良一 西村　良一 平27. 7. 1歯   診療所
     京都府宇治市莵道谷下り１９－５常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78412-0164-3 医療法人社団鴻正会木〒611-0042 0774-24-5800医療法人社団鴻正会　木村　正芳 平27.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     村歯科医院 京都府宇治市小倉町春日森５８－常　勤:    2理事長　木村　正芳 組織変更 歯外 現存
     １ (歯       2) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78512-0165-0 医療法人やまば歯科医〒611-0003 0774-33-4694医療法人やまば歯科医山羽　啓之 平28. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 京都府宇治市平尾台一丁目１０番常　勤:    2院　理事長　山羽　啓 組織変更 歯外 現存
     地７ (歯       2)之 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  78612-0166-8 森居歯科医院 〒611-0021 0774-22-2989森居　研太郎 森居　研太郎 平28. 4. 1歯   診療所
     宇治市宇治蓮華４１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78712-0167-6 吉岡歯科クリニック 〒611-0027 0774-94-6937吉岡　政博 吉岡　政博 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     京都府宇治市羽拍子町５９－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78812-0168-4 池田亨歯科医院 〒611-0042 0774-20-3638池田　亨 池田　亨 平30. 1. 1歯   小歯 診療所
     宇治市小倉町西浦８８－２９　今常　勤:    1 移転 現存
     井ビル１Ｆ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78912-0169-2 やまもと歯科大久保院〒611-0031 0774-66-6266山本　康博 山本　康博 平30. 3. 1歯   診療所
     京都府宇治市広野町西裏８７番地常　勤:    1 新規 現存
     ｔｈｅ　Ｇａｒｄｅｎ　ｃｏｍｍ(歯       1) 平30. 3. 1
     ｕｎｅ　ｃ棟３階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79013-0048-6 後藤田歯科医院 〒610-0302 0774-82-5262後藤田　雅之 後藤田　雅之 平 7.12. 2歯   小歯 歯外診療所
     綴喜郡井手町大字井手小字南玉水常　勤:    1 新規 現存
     ４８－２ (歯       1) 平28.12. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79113-0053-6 医療法人社団清穆会　〒610-0252 0774-88-2412医療法人社団清穆会　神田　省吾 平 7. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神田歯科診療所 綴喜郡宇治田原町大字荒木小字前常　勤:    3神田歯科診療所　理事 新規 歯外 現存
     川原２０－１ (歯       3)長　神田　省吾 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79213-0054-4 岡歯科医院 〒610-0261 岡　康博 岡　康博 平 2. 3. 2歯   診療所
     綴喜郡宇治田原町大字岩山小字丸常　勤:    1 新規 現存
     山１－３４ (歯       1) 平29. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79313-0063-5 中川歯科医院 〒610-0254 0774-88-5489中川　幹也 中川　幹也 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     綴喜郡宇治田原町銘城台１０－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79414-0031-0 井手歯科医院 〒619-0241 0774-93-0787井手　研二 井手　研二 昭55. 3.12歯   診療所
     相楽郡精華町大字祝園小字長塚１常　勤:    1 新規 現存
     ７－１１ (歯       1) 平28. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79514-0032-8 竹澤医院歯科 〒619-1411 竹澤　豪気 竹澤　豪気 昭56. 1.20歯   診療所
     相楽郡南山城村大字北大河原小字常　勤:    1 新規 現存
     北垣内５２ (歯       1) 平29. 1.20
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  79614-0041-9 今井歯科医院 〒619-0246 今井　昇 今井　昇 昭62.11.12歯   診療所
     相楽郡精華町大字菱田小字ハサマ常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平29.11.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79714-0046-8 たつみ歯科 〒619-0232 0774-73-2021辰己　卓司 辰己　卓司 平 2.12. 3歯   矯歯 小歯診療所
     相楽郡精華町桜が丘一丁目１５－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １１ (歯       1) 平29.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79814-0055-9 高田歯科医院 〒619-0232 高田　治 高田　治 平 7. 4.10歯   診療所
     相楽郡精華町桜が丘３－２－１エ常　勤:    1 新規 現存
     スペローマ高の原３号 (歯       1) 平28. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79914-0061-7 住岡歯科医院 〒619-0237 0774-95-0986住岡　和一 住岡　和一 平10. 8.17歯   矯歯 小歯診療所
     相楽郡精華町光台４丁目５６－７常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80014-0075-7 たなか歯科 〒619-0240 0774-93-3722田中　利昌 田中　利昌 平14. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     相楽郡精華町祝園西１丁目３０番常　勤:    1 新規 歯外 現存
     地３　２Ｆ (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80114-0078-1 うちだ歯科クリニック〒619-0232 0774-73-2030内田　裕也 内田　裕也 平15. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     相楽郡精華町桜が丘４丁目２４－常　勤:    2 新規 現存
     １７　２０１ (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80214-0079-9 笠置歯科口腔外科診療〒619-1303 0743-95-2397岩城　倫弘 岩城　倫弘 平15.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     所 相楽郡笠置町大字笠置風呂鼻３番常　勤:    2 新規 現存
     地 (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80314-0080-7 よしだ歯科クリニック〒619-0238 0774-93-4184吉田　俊彦 吉田　俊彦 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     京都府相楽郡精華町精華台３丁目常　勤:    1 新規 現存
     １２番地１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80414-0082-3 なかにし歯科医院 〒619-0238 0774-93-3399中西　章人 中西　章人 平16. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     相楽郡精華町精華台１丁目１９－常　勤:    1 新規 現存
     ４ＲＣＧビル１Ｆ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80514-0088-0 医療法人美香会　森田〒619-0240 0774-94-4330医療法人美香会　森田森田　信宏 平18.10. 4歯   矯歯 小歯診療所
     歯科医院 相楽郡精華町祝園西１丁目２２番常　勤:    1歯科医院　理事長　森 移転 歯外 現存
     地５　寺嶋ビル１０３ (歯       1)田　信宏 平24.10. 4
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  80614-0089-8 田上歯科医院 〒619-0237 0774-93-0772田上　篤 田上　篤 平18.12. 4歯   矯歯 小歯診療所
     相楽郡精華町光台７丁目１４の８常　勤:    1 移転 歯外 現存
     (歯       1) 平24.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80714-0091-4 新司歯科診療所 〒619-0246 0774-94-2222新司　一弘 新司　一弘 平19. 3. 9歯   小歯 歯外診療所
     相楽郡精華町菱田宮川原２９－５常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 3. 9
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80814-0092-2 医療法人壮貴会　エス〒619-0238 0774-98-3824医療法人　壮貴会　理林　真希 平19. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     エイ歯科医院アピタけ京都府相楽郡精華町精華台９丁目常　勤:    2事長　坂本　滋規 組織変更 歯外 現存
     いはんな ２－４アピタタウンけいはんな西(歯       2) 平25. 4. 1
     館１Ｆ 非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80914-0093-0 おざさ歯科医院 〒619-0240 0774-95-3918小笹　喜彦 小笹　喜彦 平19. 5.16歯   小歯 歯外診療所
     相楽郡精華町祝園西１丁目９番４常　勤:    2 新規 現存
     ６せいかガ－デンシティ２Ｆ (歯       2) 平25. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81014-0094-8 医療法人喜田歯科 〒619-0231 0774-73-5104医療法人喜田歯科　理喜田　誠 平20. 3. 3歯   小歯 矯歯診療所
     相楽郡精華町大字山田小字下川原常　勤:    1事長　喜田　誠 移転 現存
     １３－２ (歯       1) 平26. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81114-0095-5 添田歯科診療所 〒619-0241 0774-93-1192添田　 添田　 平21. 3. 1歯   歯外 診療所
     相楽郡精華町大字祝園小字長塚１常　勤:    1 移転 現存
     ５報文堂マルコビル (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81214-0097-1 笠置歯科口腔外科南山〒619-1411 0743-93-1001岩城　季世 岩城　季世 平22. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     城村診療所 相楽郡南山城村大字北大河原小字常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     釜ノ子２９－６１３ (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81314-0099-7 医療法人藤和会　フジ〒619-0232 0774-73-8810医療法人　藤和会　理藤田　和弘 平23. 4. 5歯   診療所
     タ歯科医院 京都府相楽郡精華町桜が丘四丁目常　勤:    1事長　藤田　和弘 組織変更 現存
     ２３番地９ (歯       1) 平29. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81414-0100-3 吉川歯科医院 〒619-0246 0774-94-2112吉川　洋史 吉川　洋史 平25. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都府相楽郡精華町大字菱田小字常　勤:    2 交代 現存
     前川原１ (歯       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  81514-0101-1 はやし歯科医院 〒619-1205 0774-78-4393林　俊宏 林　俊宏 平27. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都府相楽郡和束町中式部５４－常　勤:    1 交代 現存
     １ (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81614-0102-9 歯科よしおか 〒619-0245 0774-95-4181 岡　正 岡　正 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都府相楽郡精華町下狛下新庄３常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ８－４ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81714-0103-7 医療法人愛千会　やま〒619-0237 0774-93-4755医療法人愛千会　理事山村　成弘 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     むらデンタルクリニッ京都府相楽郡精華町光台四丁目２常　勤:    1長　山村　成弘 組織変更 現存
     ク ８番地５ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81815-0025-9 瑞穂並河歯科 〒622-0322 並河　治之 並河　治之 平元.11.27歯   小歯 矯歯診療所
     船井郡京丹波町大朴世戸垣内１３常　勤:    3 新規 歯外 現存
     －４ (歯       3) 平28.11.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81915-0026-7 秋山歯科診療所 〒622-0213 秋山　和雄 秋山　和雄 昭57. 1.25歯   診療所
     船井郡京丹波町須知新町１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82015-0041-6 金下歯科医院 〒622-0214 0771-82-2218金下　裕司 金下　裕司 平 9. 9.29歯   診療所
     船井郡京丹波町蒲生蒲生池２０－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平24. 9.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82115-0046-5 三木歯科医院 〒622-0311 0771-86-1100三木　隆一 三木　隆一 平15. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     船井郡京丹波町和田大下１７－１常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82215-0048-1 国保京丹波町病院和知〒629-1121 0771-84-1154京都府船井郡京丹波町三浦　博人 平17.10.11歯   診療所
     歯科診療所 京都府船井郡京丹波町本庄今福１常　勤:    1　京丹波町長　太田　 その他 現存
     １番地３ (歯       1)昇 平29.10.11
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82315-0049-9 秋田歯科クリニック 〒622-0214 0771-82-0899秋田　諭季 秋田　諭季 平20. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     船井郡京丹波町蒲生蒲生野２３５常　勤:    1 新規 現存
     －３ (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82415-0050-7 石原歯科医院 〒622-0213 0771-82-2480石原　孝司 石原　孝司 平23. 6. 1歯   診療所
     船井郡京丹波町須知伏拝３８－５常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  82516-0018-2 岩田歯科医院 〒621-0864 岩田　正夫 岩田　正夫 昭53. 9. 1歯   診療所
     亀岡市内丸町２６－６２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82616-0019-0 中川歯科医院 〒621-0815 0771-23-3232中川　博友 中川　博友 昭55. 2. 4歯   診療所
     亀岡市古世町２丁目３番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82716-0021-6 岡本歯科医院 〒621-0814 岡本　真和 岡本　真和 昭55. 6. 4歯   診療所
     亀岡市三宅町１丁目１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82816-0022-4 クニッテル並河歯科 〒621-0804 0771-23-8246並河　治之 並河　治之 昭55.10. 6歯   矯歯 小歯診療所
     亀岡市追分町馬場通１９－２ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82916-0024-0 池田歯科医院 〒621-0822 池田　利夫 池田　利夫 昭56. 5.11歯   診療所
     亀岡市篠町野条井ボラ４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83016-0025-7 浦田歯科医院 〒621-0803 0771-24-0005浦田　真幸 浦田　真幸 昭59. 3.15歯   診療所
     亀岡市河原町２３０－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83116-0026-5 内藤歯科医院 〒621-0052 内藤　春生 内藤　春生 昭59. 4. 3歯   診療所
     亀岡市千代川町千原一丁目１－２常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平29. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83216-0028-1 前田歯科医院 〒621-0843 前田　文義 前田　文義 昭60. 9.18歯   診療所
     亀岡市西つつじヶ丘大山台１丁目常　勤:    1 新規 現存
     １６－５ (歯       1) 平24. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83316-0032-3 坂井歯科医院 〒621-0052 0771-24-9211坂井　知明 坂井　知明 昭62. 1. 5歯   診療所
     亀岡市千代川町千原１丁目２の８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83416-0033-1 安井歯科医院 〒621-0861 安井　明平 安井　明平 昭62. 1. 1歯   矯歯 診療所
     亀岡市北町１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83516-0036-4 吉田歯科医院 〒621-0834 0771-22-6856吉田　龍児 吉田　龍児 平 7. 8.11歯   矯歯 小歯診療所
     亀岡市篠町広田１丁目３２－１１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8.11
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  83616-0038-0 脇歯科医院 〒621-0847 脇　新五 脇　新五 平 2. 1.20歯   診療所
     亀岡市南つつじヶ丘桜台２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ６－１０ (歯       1) 平29. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83716-0039-8 石川歯科医院 〒621-0804 石川　清之 石川　清之 平 2. 5.14歯   診療所
     亀岡市追分町馬場通２１－１２　常　勤:    1 新規 現存
     石川ビル４Ｆ (歯       1) 平29. 5.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83816-0043-0 小野歯科医院 〒621-0011 小野　恒太郎 小野　恒太郎 平 3. 4.22歯   診療所
     亀岡市大井町土田２丁目６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83916-0052-1 斉藤歯科医院 〒621-0804 斉藤　義裕 斉藤　義裕 平 6. 8. 1歯   診療所
     亀岡市追分町谷筋３７－３３　中常　勤:    1 新規 現存
     村ビル２階 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84016-0053-9 天野歯科医院 〒621-0804 0771-25-2927天野　浩 天野　浩 平 6.10. 1歯   診療所
     亀岡市追分町馬場通９－９ヤマグ常　勤:    1 新規 現存
     チＳＳビル２Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84116-0054-7 医療法人社団愛孝会　〒621-0029 0771-24-5757医療法人社団愛孝会　西田　安孝 平 6.10. 3歯   診療所
     西田歯科医院 亀岡市曽我部町穴太川原口４２－常　勤:    2西田歯科医院　理事長 新規 現存
     １ (歯       2)　西田　安孝 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84216-0056-2 細木歯科医院 〒621-0841 細木　一成 細木　一成 平 8. 1. 9歯   矯歯 小歯診療所
     亀岡市西つつじヶ丘五月台２丁目常　勤:    1 新規 現存
     ４０－９ (歯       1) 平29. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84316-0058-8 河野歯科医院 〒621-0011 0771-24-6050河野　弘之 河野　弘之 平 8.10.14歯   矯歯 診療所
     亀岡市大井町土田２丁目１１番２常　勤:    1 移転 現存
     ０－１０８号　メディアス亀岡１(歯       1) 平29.10.14
     Ｆ 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84416-0059-6 医療法人育歯会　ナカ〒621-0815 0771-23-3388医療法人育歯会　ナカ中村　弘之 平 9. 5. 6小歯 矯歯 歯外診療所
     ムラ矯正歯科・小児歯亀岡市古世町西内坪３２番地の１常　勤:    3ムラ矯正歯科・小児歯 移転 現存
     科 (歯       3)科　理事長　中村　弘 平30. 5. 6
     非常勤:    2之
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84516-0060-4 嶋村歯科医院 〒621-0861 0771-22-0209嶋村　浩一 嶋村　浩一 平 9. 5. 8歯   矯歯 小歯診療所
     亀岡市北町３８番地 常　勤:    2 移転 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 5. 8
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  84616-0061-2 医療法人社団おぎの矯〒621-0804 0771-25-0418医療法人社団　おぎの荻野　茂 平12. 1. 4矯歯 診療所
     正歯科 亀岡市追分町大堀１７－１　ＦＬ常　勤:    2矯正歯科　理事長　荻 組織変更 現存
     ＡＴ　ＹＡＧＩ　２Ｆ (歯       2)野　茂 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84716-0063-8 ふじた歯科医院 〒621-0846 0771-29-2800藤田　幸彦 藤田　幸彦 平14. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     亀岡市南つつじケ丘大葉台２丁目常　勤:    3 新規 歯外 現存
     ４４－１０ (歯       3) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84816-0064-6 植村歯科医院 〒621-0821 0771-25-3555植村　正敏 植村　正敏 平15. 9.14歯   小歯 歯外診療所
     亀岡市篠町柏原久保垣内　オプト常　勤:    1 交代 現存
     カワモトビル３階 (歯       1) 平27. 9.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84916-0065-3 いわもり歯科医院 〒621-0828 0771-29-3366岩森　正光 岩森　正光 平16. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     亀岡市篠町馬堀駅前２丁目３－１常　勤:    1 新規 現存
     メディアス亀岡１Ｆ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85016-0069-5 とおさか歯科クリニッ〒621-0011 0771-25-7760遠坂　豊 遠坂　豊 平19.10. 1歯   小歯 診療所
     ク 亀岡市大井町土田２丁目１２－５常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85116-0070-3 市川歯科医院 〒621-0013 0771-24-8837市川　章 市川　章 平20.12. 1歯   診療所
     亀岡市大井町並河２丁目２番１１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85216-0071-1 前川歯科医院 〒621-0811 0771-23-1992前川　眞司 前川　眞司 平20.12. 1歯   診療所
     亀岡市北古世町２丁目１２－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85316-0072-9 田中歯科医院 〒621-0022 0771-23-6480田中　恵一 田中　恵一 平22. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     亀岡市曽我部町南条下河原１２－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85416-0073-7 医療法人中川幹也歯科〒621-0805 0771-22-6667医療法人中川幹也歯科中川　幹也 平24. 1. 4歯   診療所
     診療所 亀岡市安町中畠１２１番地 常　勤:    1診療所　理事長　中川 組織変更 現存
     (歯       1)　幹也 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85516-0074-5 うまほり西田歯科医院〒621-0826 0771-25-7788西田　幸弘 西田　幸弘 平24. 1. 6歯   小歯 診療所
     亀岡市篠町篠見晴１５－７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  85616-0075-2 上原デンタルクリニッ〒621-0841 0771-56-8344上原　久晴 上原　久晴 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 亀岡市西つつじケ丘五月台２丁目常　勤:    1 新規 現存
     ３４－４ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85716-0077-8 医療法人成幸会　いず〒621-0829 0771-25-8981医療法人成幸会　理事金　湧佑 平25.11. 1歯   診療所
     み歯科医院 京都府亀岡市篠町夕日ケ丘一丁目常　勤:    2長　金　湧佑（泉　要 移転 現存
     ４１番地 (歯       2)佑） 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85816-0078-6 医療法人永田歯科医院〒621-0052 0771-24-8841医療法人永田歯科医院永田　篤司 平27. 1. 5歯   診療所
     京都府亀岡市千代川町千原２丁目常　勤:    2　理事長　永田　篤司 組織変更 現存
     ４番８号 (歯       2) 平27. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85916-0079-4 仕合歯科・矯正歯科 〒621-0866 0771-22-0363仕合　裕 仕合　裕 平28. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都府亀岡市旅籠町２８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86016-0080-2 Ｓｋｙ　Ｄｅｎｔａｌ〒621-0043 0771-56-8241大矢　竜朗 大矢　竜朗 平29. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     　Ｃｌｉｎｉｃ 亀岡市千代川町小林下戸９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86118-0024-6 梅原歯科医院 〒623-0052 0773-42-3533梅原　成元 梅原　成元 昭44. 8.18歯   診療所
     綾部市幸通１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 8.18
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86218-0030-3 綾部市上林歯科診療所〒623-1122 0773-54-0386綾部市長　山崎　善也牧　むつみ 平 7. 7.31歯   診療所
     綾部市八津合町神谷２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86318-0033-7 松田歯科医院 〒623-0042 0773-42-7744松田　茂樹 松田　茂樹 昭58. 3.18歯   診療所
     綾部市岡町字斗代２０－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86418-0034-5 もりたに歯科口腔医院〒623-0064 守谷　佳樹 守谷　佳樹 昭62. 9.16歯   診療所
     綾部市中ノ町２丁目２９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86518-0038-6 山口歯科医院 〒623-0116 山口　昌之 山口　昌之 平 2.12. 3歯   診療所
     綾部市下八田町才ヶ花１３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  86618-0041-0 柴田歯科医院 〒623-0064 柴田　勤 柴田　勤 平 8. 1. 5歯   診療所
     綾部市中ノ町１丁目３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86718-0043-6 かずあき歯科医院 〒623-0011 0773-42-8283梅原　一章 梅原　一章 平 9. 6. 2歯   診療所
     綾部市青野町西ノ後９－３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86818-0044-4 医療法人社団渡辺歯科〒623-0362 0773-49-0022医療法人社団渡辺歯科渡邉　匡規 平11. 4. 1歯   診療所
     医院 綾部市物部町濁渕２０－１ 常　勤:    1医院　理事長　渡邉　 新規 現存
     (歯       1)匡規 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86918-0045-1 しまむら歯科医院 〒623-0008 0773-40-1718島村　政行 島村　政行 平15. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     綾部市桜が丘１丁目１５－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87018-0046-9 やなぎはら歯科医院 〒623-0011 0773-42-1278栁原　淳治 栁原　淳治 平16.12. 1歯   歯外 診療所
     綾部市青野町西中居６１番 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87118-0047-7 おかちょう中島歯科医〒623-0042 0773-42-5995中島　繁一 中島　繁一 平22.11. 1歯   診療所
     院 綾部市岡町長田１６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87218-0049-3 早川歯科医院 〒623-0063 0773-21-5773早川　哲司 早川　哲司 平26. 7. 2歯   診療所
     京都府綾部市広小路一丁目９番 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87318-0050-1 小佐々歯科診療所 〒623-0024 0773-42-5858小佐々　望太 小佐々　望太 平29. 4. 1歯   診療所
     京都府綾部市田町１５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87418-0051-9 医療法人　丹進会　武〒623-0066 0773-42-1304医療法人丹進会武田歯武田　能信 平29. 5. 9歯   診療所
     田歯科 京都府綾部市駅前通５４番地１ 常　勤:    2科　理事長　武田　能 移転 現存
     (歯       2)信 平29. 5. 9
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87518-0052-7 ふらむはぁと訪問歯科〒623-0054 0773-48-9882医療法人三愛会　理事武田　益光 平30. 4. 1歯   診療所
     診療所 京都府綾部市井倉町東８番地１コ常　勤:    1長　中山　茂樹 新規 現存
     ーポ井倉１０５号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  87620-0031-7 宇治川歯科医院 〒629-2312 宇治川　よし子 宇治川　よし子 昭50. 5. 1歯   診療所
     与謝郡与謝野町四辻７５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87720-0033-3 小谷歯科医院 〒629-2403 小谷　直樹 小谷　直樹 昭57. 7. 1歯   診療所
     与謝郡与謝野町字加悦１０７１－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87820-0038-2 医療法人社団　坂根歯〒629-2262 0772-46-3220医療法人社団　坂根歯坂根　敏之 平 7. 7. 1歯   小歯 診療所
     科立町診療所 与謝郡与謝野町字岩滝２２５０－常　勤:    1科立町診療所　理事長 新規 現存
     ９ (歯       1)　坂根　敏之 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87920-0039-0 医療法人社団　上田歯〒629-2313 0772-43-1081医療法人社団上田歯科上田　淳雄 平 7. 7. 1歯   診療所
     科医院 与謝郡与謝野町三河内平床７３０常　勤:    1医院　理事長　上田　 新規 現存
     －１ (歯       1)淳雄 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88020-0040-8 茂籠歯科医院 〒629-2302 茂籠　正人 茂籠　正人 平 4. 5.10歯   診療所
     与謝郡与謝野町下山田１４１１－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平28. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88120-0044-0 向井歯科医院伊根町分〒626-0405 0772-33-0413向井　健朗 向井　健朗 平10. 4. 1歯   診療所
     院 与謝郡伊根町字本庄上１０１９の常　勤:    1 移転 現存
     １ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88220-0045-7 宇治川歯科石川診療所〒629-2303 0772-42-4135宇治川　仁一朗 宇治川　仁一朗 平11. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     与謝郡与謝野町石川５５８２－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88320-0051-5 医療法人　まるめデン〒629-2261 0772-46-0245医療法人　まるめデン田中　まる女 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     タルクリニック 与謝郡与謝野町字男山４７９番地常　勤:    1タルクリニック　理事 組織変更 現存
     の２ (歯       1)長　田中　まる女 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88420-0054-9 そのだ歯科クリニック〒629-2413 0772-44-0077園田　哲司 園田　哲司 平22.10. 1歯   小歯 診療所
     与謝郡与謝野町字温江仲縄小字久常　勤:    1 新規 現存
     ノ木１５番地 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88521-0010-9 上中歯科医院 〒626-0017 0772-22-2649上中　百合子 上中　百合子 昭38.11. 1歯   診療所
     宮津市島崎２０３９－４８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  88621-0025-7 亀田歯科医院 〒626-0041 0772-22-7080亀田　哲也 亀田　哲也 昭54.12.15歯   診療所
     宮津市鶴賀２１４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88721-0028-1 金海歯科医院 〒626-0018 金海　京治 金海　京治 昭58. 3.30歯   診療所
     宮津市字本町７５２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88821-0029-9 向井歯科医院 〒626-0033 向井　健朗 向井　健朗 昭58.11.25歯   診療所
     宮津市字宮村小字辻町１２９２－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28.11.25
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88921-0033-1 古川歯科医院 〒626-0017 0772-22-2067古川　文彦 古川　文彦 平10. 7.22歯   診療所
     宮津市字島崎２０３９の１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 7.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89021-0034-9 小西歯科医院 〒626-0033 0772-22-3000小西　正敏 小西　正敏 平13.11. 1歯   小歯 診療所
     宮津市宮村小字辻町１２７０－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89121-0035-6 宇治川歯科医院　養老〒626-0203 0772-28-0753宇治川　賢二 宇治川　賢二 平20. 3. 1歯   診療所
     診療所 宮津市字岩ケ鼻３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89221-0036-4 医療法人金下歯科・矯〒626-0016 0772-22-2215医療法人金下歯科・矯金下　桂三 平23.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     正歯科医院 宮津市字新浜１９５２番地 常　勤:    2正歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     (歯       2)金下　桂三 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89326-0034-8 足立歯科診療所 〒620-0056 足立　吉司郎 足立　吉司郎 昭50. 6. 2歯   診療所
     福知山市厚中町１８４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89426-0043-9 久世歯科笹尾医院 〒620-0055 久世　博 久世　博 平元.12. 8歯   診療所
     福知山市篠尾新町３丁目５７－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  89526-0051-2 冨田歯科医院 〒620-0000 冨田　一郎 冨田　一郎 昭61. 6.10歯   診療所
     福知山市堀小字法川１９１２－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89626-0053-8 中村歯科医院 〒620-0055 中村　潤 中村　潤 昭62. 9.15歯   診療所
     福知山市篠尾新町２丁目９６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89726-0054-6 小倉歯科診療所 〒620-0055 小倉　勉 小倉　勉 平 5.11.26歯   小歯 歯外診療所
     福知山市篠尾新町１丁目９５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89826-0057-9 藤田歯科医院 〒620-0932 藤田　正則 藤田　正則 平元.11.18歯   診療所
     福知山市西羽合２１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89926-0058-7 山崎歯科医院 〒620-0831 山崎　陽司 山崎　陽司 平 3. 5.21歯   小歯 診療所
     福知山市岩崎１５８－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90026-0059-5 佐藤歯科医院 〒620-0855 佐藤　肇 佐藤　肇 平 4.10. 1歯   診療所
     福知山市土師新町３丁目１２６－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90126-0060-3 小林歯科医院 〒620-0035 小林　美保子 小林　美保子 平 5. 8.27歯   診療所
     福知山市字内記５２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90226-0061-1 医療法人吉世会　昭和〒620-0052 0773-23-0418医療法人吉世会　昭和吉見　秀樹 平 6.10. 1歯   診療所
     町吉見歯科医院 福知山市昭和町５２ 常　勤:    1町吉見歯科医院　理事 新規 現存
     (歯       1)長　吉見　秀樹 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90326-0063-7 たなか歯科医院 〒620-0051 0773-23-0612田中　一也 田中　一也 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     福知山市昭和新町９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90426-0064-5 福田歯科医院 〒620-0926 0773-25-3120福田　知樹 福田　知樹 平10. 4.13歯   診療所
     福知山市新庄１０３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90526-0065-2 クルス歯科医院 〒620-0037 0773-22-3502久留主　信 久留主　信 平10.11.12歯   小歯 診療所
     福知山市東中ノ町４４－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11.12
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  90626-0066-0 上田歯科クリニック 〒620-0046 0773-25-3039上田　信男 上田　信男 平11. 6. 1歯   小歯 診療所
     福知山市南本町１３５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90726-0067-8 よしだ歯科クリニック〒620-0035 0773-22-3418吉田　浩祥 吉田　浩祥 平11. 9. 1歯   診療所
     福知山市字内記６１番地 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90826-0068-6 鈴木歯科医院 〒620-0055 0773-22-8767 木　敦子 木　敦子 平12. 4. 1歯   診療所
     福知山市篠尾新町１丁目１２番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90926-0072-8 いとう歯科医院 〒620-0814 0773-20-3223伊藤　仁昭 伊藤　仁昭 平13. 4. 1歯   小歯 診療所
     福知山市西平野町５の３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91026-0073-6 はら歯科医院 〒620-0064 0773-25-0765原　英作 原　英作 平13. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福知山市岩井東町１番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91126-0075-1 石鍋歯科医院 〒620-0026 0773-22-4018石鍋　ゆかり 石鍋　ゆかり 平13. 9.10歯   歯外 診療所
     福知山市字呉服６９番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 9.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91226-0076-9 本堀　なかむら歯科医〒620-0883 0773-22-1182中村　公一 中村　公一 平14. 3. 1歯   小歯 診療所
     院 福知山市字堀１３２０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91326-0077-7 おおむら歯科小児歯科〒620-0062 0773-25-1717大村　友規 大村　友規 平14. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 福知山市和久市町２８７－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91426-0078-5 梅原歯科医院 〒620-0941 0773-24-6080梅原　成徳 梅原　成徳 平15.11. 1歯   診療所
     福知山市駅南町１丁目２４３番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91526-0079-3 あしだ歯科診療所 〒620-0917 0773-33-3701蘆田　倫 蘆田　倫 平17. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     福知山市野花８６８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91626-0080-1 野田歯科医院 〒620-1442 0773-58-3656野田　清高 野田　清高 平16. 4.15歯   診療所
     福知山市三和町千束６６番地の６常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 4.15
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  91726-0082-7 木原歯科医院 〒620-0301 0773-56-0108木原　正博 木原　正博 平11.11. 2歯   診療所
     福知山市大江町河守７５４の１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91826-0083-5 駅前おかもと歯科医院〒620-0045 0773-22-3274隅野　裕 隅野　裕 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     福知山市駅前町１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91926-0084-3 小橋歯科医院 〒620-0043 0773-22-2825小橋　弘明 小橋　弘明 平21. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     福知山市北栄町８３－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92026-0085-0 かたしば矯正歯科 〒620-0054 0773-24-8288片芝　辰也 片芝　辰也 平21. 8. 1矯歯 診療所
     福知山市末広町１－１－１中川ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92126-0086-8 ましも歯科医院 〒620-0301 0773-56-2528眞下　肇 眞下　肇 平22. 5. 1歯   診療所
     福知山市大江町河守２９８－１２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92226-0087-6 医療法人　杉岡歯科医〒620-0804 0773-20-5007医療法人　杉岡歯科医杉岡　真一 平23. 1. 4歯   小歯 歯外診療所
     院 福知山市石原２丁目２９８番地 常　勤:    1院　理事長　杉岡　真 組織変更 現存
     (歯       1)一 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92326-0088-4 上田歯科医院 〒620-0816 0773-27-4978上田　春生 上田　春生 平23. 8. 1歯   小歯 診療所
     福知山市大池坂町１１９－１１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92426-0089-2 なみかわ歯科クリニッ〒620-0867 0773-27-5888並河　雅也 並河　雅也 平24. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 京都府福知山市字前田小字池部１常　勤:    1 新規 現存
     ６１６－１ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92526-0091-8 愛歯科・矯正歯科医院〒620-0940 0773-24-0048朴　寅出 朴　寅出 平25. 7. 1歯   矯歯 歯外診療所
     福知山市駅南町３丁目３９ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92626-0092-6 医療法人翠光会　松本〒620-0035 0773-23-3330医療法人　翠光会　理松本　修 平26. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科クリニック 京都府福知山市字内記１０番地の常　勤:    1事長　松本　修 組織変更 現存
     ８５ (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  92726-0093-4 京都歯科サービスセン〒620-0057 0773-24-8020一般社団法人京都府歯佐藤　肇 平26.11. 1歯   診療所
     ター北部診療所 福知山市問屋町６３番地の１ 常　勤:    1科医師会　会長　安岡 新規 現存
     (歯       1)　良介 平26.11. 1
     非常勤:   12
     (歯      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92826-0094-2 芦田歯科医院 〒620-0857 0773-27-5025千崎　史剛 千崎　史剛 平29. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     福知山市土師８１　土師コーポラ常　勤:    2 交代 歯外 現存
     ス２階 (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92926-0095-9 駅南歯科クリニック 〒620-0940 0773-22-0202近藤　祐介 近藤　祐介 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     福知山市駅南町２－２７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93026-0096-7 福知山まさむねデンタ〒620-0922 0773-48-9218医療法人鳳珠会　理事千笠　健吾 平30. 6. 1歯   診療所
     ルクリニック 京都府福知山市岩井７９－８イオ常　勤:    1長　正井　佑典 新規 現存
     ン福知山店２階 (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93127-0044-5 平野歯科医院 〒624-0841 平野　勇三 平野　勇三 昭41. 6. 1歯   診療所
     舞鶴市字引土７１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93227-0057-7 松代歯科医院 〒625-0056 松代　隆良 松代　隆良 昭58. 4.10歯   診療所
     舞鶴市倉梯町１３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93327-0060-1 五条内藤歯科 〒625-0036 内藤　一茂 内藤　一茂 昭56. 5. 6歯   診療所
     舞鶴市字浜７７９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93427-0061-9 北村矯正・小児歯科 〒624-0854 北村　朋世 北村　朋世 昭59. 6.23矯歯 小歯 診療所
     舞鶴市円満寺１５３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93527-0063-5 井上歯科医院 〒625-0036 井上　博明 井上　博明 昭59. 2. 1歯   診療所
     舞鶴市字浜７４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93627-0066-8 冨川歯科医院 〒625-0087 冨川　唯夫 冨川　唯夫 昭60. 1. 1歯   診療所
     舞鶴市字余部下６８６－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
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  93727-0067-6 吉田歯科医院 〒625-0078 吉田　光 吉田　光 昭60.10. 1歯   小歯 診療所
     舞鶴市八反田南町３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93827-0068-4 小瀬木歯科医院 〒624-0855 小瀬木　良和 小瀬木　良和 昭62. 1. 5歯   診療所
     舞鶴市北田辺１５４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93927-0069-2 山下歯科医院 〒624-0906 山下　勝弘 山下　勝弘 昭62.12. 1歯   診療所
     舞鶴市倉谷１６２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94027-0072-6 徳田歯科医院 〒624-0841 徳田　久夫 徳田　久夫 平 4. 6.26歯   診療所
     舞鶴市字引土小字古八丁２６０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94127-0073-4 森歯科医院 〒625-0024 0773-63-6480森　隆 森　隆 平 5. 1.11歯   診療所
     舞鶴市田中町１９－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94227-0075-9 山内歯科医院 〒625-0052 0773-64-6487山内　佳治 山内　佳治 平 6.12.26歯   診療所
     舞鶴市字行永古川町２１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94327-0076-7 中川歯科医院 〒625-0000 0773-62-0095中川　敬 中川　敬 平 7. 3. 1歯   診療所
     舞鶴市朝日通八条東 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94427-0077-5 いとう歯科 〒625-0042 渭東　淳行 渭東　淳行 平 7.10.12歯   小歯 診療所
     舞鶴市溝尻町１２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94527-0078-3 竹屋町　森歯科クリニ〒624-0928 0773-76-9186森　昭 森　昭 平 7.10.11歯   小歯 矯歯診療所
     ック 舞鶴市竹屋２０ 常　勤:    3 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平28.10.11
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94627-0080-9 ほりさわ歯科医院 〒625-0036 0773-63-8778堀澤　由美子 堀澤　由美子 平 9. 4. 1歯   診療所
     舞鶴市字浜１１５６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  94727-0081-7 川北歯科医院 〒625-0057 0773-63-4618川北　貴史 川北　貴史 平10. 4.11歯   矯歯 小歯診療所
     舞鶴市南浜町２７番５　ショッピ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ングセンターらぽーる３Ｆ (歯       1) 平28. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94827-0083-3 松田歯科医院 〒625-0036 0773-62-0117松田　安和 松田　安和 平11. 4. 1歯   小歯 診療所
     舞鶴市字浜９８１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94927-0085-8 馬場歯科医院 〒624-0816 0773-78-4075馬場　俊郎 馬場　俊郎 平13. 4. 1歯   小歯 診療所
     舞鶴市字伊佐津小字大長瀬６６－常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95027-0087-4 畑歯科医院 〒625-0061 0773-63-3525畑　東海男 畑　東海男 平13. 6. 1歯   診療所
     舞鶴市森町２３番地６ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95127-0088-2 たかいデンタルクリニ〒624-0823 0773-75-0607髙井　経之 髙井　経之 平14. 5. 1歯   小歯 診療所
     ック 舞鶴市字京田８４７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95227-0091-6 あさぬま歯科医院 〒625-0036 0773-66-7890淺沼　満利 淺沼　満利 平15. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     舞鶴市字浜１１１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95327-0092-4 にしむら歯科クリニッ〒624-0841 0773-78-4500西村　準也 西村　準也 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     ク 舞鶴市字引土小字湯ノ口８６－９常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95427-0094-0 くまがい歯科クリニッ〒624-0852 0773-76-6232熊谷　仁見 熊谷　仁見 平16. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 京都府舞鶴市字大内小字大内町３常　勤:    1 新規 現存
     ６番地 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95527-0095-7 内藤矯正歯科医院 〒625-0036 0773-62-1077内藤　善郎 内藤　善郎 平18. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     舞鶴市字浜９２９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95627-0096-5 倉谷たかい歯科医院 〒624-0906 0773-76-8241髙井　智之 髙井　智之 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     舞鶴市字倉谷小字馬場３２－１１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95727-0097-3 まつえ歯科クリニック〒624-0822 0773-75-0099松江　善信 松江　善信 平18. 6. 1歯   小歯 診療所
     舞鶴市字七日市小字西庄尺３３９常　勤:    1 新規 現存
     番１ (歯       1) 平30. 6. 1
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  95827-0098-1 おぜき駅前歯科医院 〒624-0853 0773-77-1133小瀬木　良介 小瀬木　良介 平18. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     舞鶴市南田辺南表町４０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95927-0099-9 ふるもり歯科クリニッ〒625-0036 0773-62-1376古森　賢 古森　賢 平19. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 舞鶴市字浜２００ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96027-0100-5 小川歯科医院 〒625-0083 0773-62-0913小川　喜生 小川　喜生 平22. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     舞鶴市余部上２５０ 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96127-0101-3 おかだ歯科医院 〒624-0906 0773-78-3773岡田　宏一 岡田　宏一 平22. 8. 1歯   診療所
     舞鶴市字倉谷１０５１番地１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96227-0102-1 衣川歯科医院 〒625-0080 0773-62-0210衣川　慶紀 衣川　慶紀 平25. 1. 1歯   診療所
     舞鶴市北吸７３４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96327-0103-9 杉立歯科医院 〒625-0036 0773-62-0273杉立　守由 杉立　守由 平26. 6.27歯   診療所
     京都府舞鶴市字浜１７１ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 6.27
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96427-0104-7 髙田歯科医院 〒625-0066 0773-64-1230髙田　誠路 髙田　誠路 平28. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都府舞鶴市丸山口町２３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96527-0105-4 堀澤歯科クリニック 〒625-0036 0773-77-5930堀澤　建介 堀澤　建介 平29. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都府舞鶴市字浜１１４３－１１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96628-0011-2 中山歯科医院 〒610-0101 中山　元嗣 中山　元嗣 昭47. 4.11歯   診療所
     城陽市平川東垣外６７－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96728-0014-6 安宅歯科医院 〒610-0101 安宅　公男 安宅　公男 昭51. 1. 1歯   診療所
     城陽市平川室木１１５－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 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   101 頁

  96828-0018-7 浦壁歯科医院 〒610-0121 浦壁　正夫 浦壁　正夫 昭54. 5.19歯   診療所
     城陽市寺田尺後８－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96928-0020-3 村上歯科医院 〒610-0101 0774-54-1148村上　健治 村上　健治 昭54.12. 5歯   診療所
     城陽市平川大将軍６７－４８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97028-0021-1 加藤歯科医院 〒610-0121 0774-53-2250加藤　雅夫 加藤　雅夫 昭55. 3. 3歯   診療所
     城陽市寺田東ノ口１７－１９０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97128-0022-9 小林歯科医院 〒610-0117 小林　裕一 小林　裕一 昭57. 5.24歯   診療所
     城陽市枇杷庄鹿背田１０３－１９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97228-0025-2 北沢歯科医院 〒610-0101 北澤　良次 北澤　良次 昭60. 5.10歯   小歯 診療所
     城陽市平川西六反５３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97328-0026-0 服部歯科医院 〒610-0113 07745-2-1411服部　均 服部　均 昭61. 1. 1歯   小歯 診療所
     城陽市中樋ノ上１５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97428-0028-6 田坂歯科医院 〒610-0117 0774-54-0281田坂　正博 田坂　正博 昭62. 5.18歯   診療所
     城陽市枇杷庄島の宮３６－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.18
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97528-0030-2 歯科木村医院 〒610-0121 0774-52-2131木村　喜彦 木村　喜彦 平 7.11. 1歯   診療所
     城陽市寺田樋尻４８－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97628-0031-0 弘明歯科医院 〒610-0111 小林　弘明 小林　弘明 平元.11. 8歯   矯歯 小歯診療所
     城陽市富野北垣内２８－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97728-0032-8 高杉歯科医院 〒610-0121 高杉　広仁 高杉　広仁 平 2. 4.10歯   矯歯 診療所
     城陽市寺田林ノ口２－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4.10



 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   102 頁

  97828-0033-6 丸橋歯科医院 〒610-0102 丸橋　幸信 丸橋　幸信 平 4. 7.17歯   小歯 診療所
     城陽市久世里ノ西１５－９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97928-0034-4 佐々木歯科 〒610-0121 佐々木　貞 佐々木　貞 平 4.11.16歯   診療所
     城陽市寺田樋尻１２－８５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98028-0036-9 大塚歯科医院 〒610-0121 大塚　和久 大塚　和久 平 6. 6. 9歯   小歯 診療所
     城陽市寺田宮ノ平３－９３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98128-0037-7 医療法人　フタニ歯科〒610-0121 0774-54-3858医療法人フタニ歯科診麸谷　好孝 平 6.10. 3歯   小歯 診療所
     診療所 城陽市寺田西ノ口７－４　西邦ビ常　勤:    1療所　理事長　麸谷　 新規 現存
     ル２Ｆ (歯       1)好孝 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98228-0038-5 みよし歯科 〒610-0101 三好　望 三好　望 平 7.10. 2歯   小歯 診療所
     城陽市平川横道７－１久津川ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98328-0039-3 長岡歯科医院 〒610-0101 0774-56-1755森杉　敏明 森杉　敏明 平 8. 8. 8歯   小歯 矯歯診療所
     城陽市平川大将軍８８サンフレッ常　勤:    2 新規 現存
     シュ２Ｆ (歯       2) 平11. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98428-0040-1 医療法人　 田歯科医〒610-0121 0774-55-3044医療法人 田歯科医院 田　誠規 平 8.10. 1歯   診療所
     院 城陽市寺田深谷６４番地の３０５常　勤:    1　理事長　 田　誠規 組織変更 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98528-0043-5 たかだ歯科医院 〒610-0117 0774-57-1778髙田　曉 髙田　曉 平13. 4. 1歯   診療所
     城陽市枇杷庄鹿背田６２番　ＭＩ常　勤:    1 新規 現存
     ＫＩビル２Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98628-0044-3 坂本歯科医院 〒610-0121 0774-55-5200坂本　嘉彦 坂本　嘉彦 平13. 9. 1歯   小歯 診療所
     城陽市寺田樋尻６９－３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98728-0045-0 おくむら歯科医院 〒610-0121 0774-56-2440奥村　義紀 奥村　義紀 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     城陽市寺田島垣内７６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98828-0049-2 村上歯科医院 〒610-0121 0774-54-0935村上　和孝 村上　和孝 平18. 2. 1歯   診療所
     城陽市寺田今堀２０－１２ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
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  98928-0052-6 和田歯科 〒610-0121 0774-56-2525和田　智司 和田　智司 平20. 9.24歯   小歯 矯歯診療所
     城陽市寺田今堀１５３－１９ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 9.24
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99028-0053-4 岡田歯科クリニック 〒610-0117 0774-39-8249岡田　恵一 岡田　恵一 平22.11. 1歯   小歯 診療所
     城陽市枇杷庄鹿背田７２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99128-0054-2 小西歯科医院 〒610-0101 0774-53-1910小西　和彦 小西　和彦 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     城陽市平川中道表１２－８８ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99228-0055-9 医療法人　おくだ歯科〒610-0121 0774-54-0111医療法人　おくだ歯科奥田　純平 平23.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     医院 城陽市寺田高田２３－２８ 常　勤:    3医院　理事長　奥田　 組織変更 現存
     (歯       3)純平 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99328-0056-7 健デンタルクリニック〒612-0121 0774-56-2077上野　健太郎 上野　健太郎 平24. 7. 1歯   小歯 診療所
     京都府城陽市寺田北山田２７番地常　勤:    1 新規 現存
     の７りす・コミュニティビル２階(歯       1) 平30. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99428-0057-5 どい歯科医院 〒610-0101 0774-54-6480土肥　和秀 土肥　和秀 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     京都府城陽市平川山道５１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99528-0058-3 梅村歯科医院 〒610-0112 0774-52-1768竹村　眞理 竹村　眞理 平26. 4.17歯   小歯 診療所
     城陽市長池北清水３２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99628-0059-1 藤田歯科医院 〒610-0121 0774-56-6625藤田　純一 藤田　純一 平28. 1.25歯   小歯 矯歯診療所
     城陽市寺田高田２８－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99729-0005-2 前川歯科医院 〒614-8373 075-982-0648前川　元之 前川　元之 昭49. 1. 1歯   診療所
     八幡市男山八望３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99829-0010-2 朝井歯科医院 〒614-8366 075-981-3535朝井　英臣 朝井　英臣 平元. 8. 2歯   矯歯 診療所
     八幡市男山泉１８－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 2
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  99929-0012-8 西村歯科医院 〒614-8058 075-983-0888西村　俊彦 西村　俊彦 平 6.12. 5歯   診療所
     八幡市八幡長谷５６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100029-0014-4 島岡歯科医院 〒614-8346 島岡　成和 島岡　成和 昭55. 5. 2小歯 歯   診療所
     八幡市橋本塩釜１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100129-0017-7 竹村歯科医院 〒614-8037 竹村　新一 竹村　新一 昭56. 3. 5歯   診療所
     八幡市八幡高畑１０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100229-0018-5 鈴木歯科医院 〒614-8374 鈴木　脩 鈴木　脩 昭58. 5. 1歯   診療所
     八幡市男山石城８－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100329-0019-3 八幡市立歯科休日応急〒614-8038 八幡市長　堀口　文昭島岡　成和 平 5. 9. 1歯   診療所
     診療所 八幡市八幡園内７３－３ 常　勤:    4 新規 現存
     (歯       4) 平29. 9. 1
     非常勤:   81
     (歯      81)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100429-0020-1 野木歯科医院 〒614-8093 075-971-1919野木　貞孝 野木　貞孝 昭60.12. 9歯   小歯 診療所
     八幡市八幡三本橋３５－１第一千常　勤:    1 新規 現存
     寿ビル１階 (歯       1) 平27.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100529-0021-9 かみむら歯科医院 〒614-8246 上村　敏雄 上村　敏雄 昭63. 4.14歯   診療所
     八幡市内里南ノ口３２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100629-0024-3 やすだ歯科医院 〒614-8367 安田　保喜 安田　保喜 平元.10. 2歯   診療所
     八幡市男山長沢１８－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100729-0026-8 中村歯科診療所 〒614-8004 中村　聡 中村　聡 平 2.11. 5歯   診療所
     八幡市八幡山柴１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100829-0028-4 京谷歯科医院 〒614-8013 京谷　日出夫 京谷　日出夫 平 4.12. 1歯   小歯 診療所
     八幡市八幡吉野垣内２１－５ＴＯ常　勤:    1 新規 現存
     ＫＩビル２Ｆ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 100929-0029-2 さんま歯科・矯正歯科〒614-8363 三間　雄司 三間　雄司 平 8. 6. 1歯   矯歯 診療所
     八幡市男山吉井３－１１－２０１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101029-0030-0 辻歯科医院 〒614-8367 075-983-6260辻　英能 辻　英能 平 8.11. 5歯   診療所
     八幡市男山長沢７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101129-0031-8 石橋歯科医院 〒614-8336 075-983-2668石橋　裕 石橋　裕 平10. 9. 2歯   小歯 診療所
     八幡市橋本向山１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101229-0032-6 こうの歯科クリニック〒614-8276 075-982-3200河野　多聞 河野　多聞 平13. 4. 1歯   診療所
     八幡市美濃山宮道２５－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101329-0033-4 山上歯科医院 〒614-8087 075-981-5667山上　寛司 山上　寛司 平16.10. 1歯   診療所
     八幡市八幡神原３０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101429-0034-2 医療法人社団健成会　〒614-8025 075-983-5477医療法人社団　健成会永野　俊成 平17. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     永野歯科クリニック 八幡市八幡源氏垣外１－４ 常　勤:    1　理事長　永野　俊成 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101529-0037-5 いしの歯科クリニック〒614-8295 075-972-3048石野　教岳 石野　教岳 平18. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八幡市欽明台中央２－２ジョイコ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ート家七Ａ棟１０３号 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101629-0039-1 医療法人社団理祥会　〒614-8364 075-983-8241医療法人社団理祥会　山本　貴信 平20. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     やまもとファミリー歯八幡市男山松里１３－１ 常　勤:    2理事長　山本　貴信 組織変更 歯外 現存
     科医院 (歯       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101729-0040-9 夕部歯科 〒614-8361 075-983-0070夕部　伊津子 夕部　伊津子 平21. 7. 9歯   小歯 診療所
     八幡市男山指月４－１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 7. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101829-0043-3 医療法人隆歩会あゆみ〒614-8297 075-981-6874医療法人隆歩会　理事福原　隆久 平24. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科クリニック松井山京都府八幡市欽明台西３１番地８常　勤:    8長　福原　隆久 組織変更 歯外 現存
     手 (歯       8) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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 101929-0044-1 宮本歯科医院 〒614-8093 075-981-0054宮本　富郷 宮本　富郷 平25. 6. 1歯   診療所
     京都府八幡市八幡三本橋１－５ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102029-0045-8 医療法人天心会松本歯〒614-8352 075-971-1050医療法人　天心会　理松本　敏嗣 平26. 2. 1歯   小歯 診療所
     科医院 京都府八幡市西山和気１３番地１常　勤:    1事長　松本　敏嗣 組織変更 現存
     ４ (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102129-0046-6 コマツ歯科医院 〒614-8093 075-874-2263小松　孝彰 小松　孝彰 平28. 6. 1歯   小歯 診療所
     八幡市八幡三本橋６０－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102229-0047-4 医療法人健口美会奥野〒614-8158 075-981-1051医療法人健口美会奥野奥野　博茂 平29. 7. 6歯   診療所
     歯科 京都府八幡市上奈良北ノ口４番地常　勤:    1歯科　理事長　奥野　 移転 現存
     ７ (歯       1)博茂 平29. 7. 6
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102329-0048-2 医療法人くわばら歯科〒614-8289 075-972-3666医療法人くわばら歯科桑原　明彦 平29.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     医院 京都府八幡市美濃山一ノ谷８番地常　勤:    4医院　理事長　桑原　 組織変更 歯外 現存
     １ (歯       4)明彦 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102430-0012-6 山口歯科医院 〒617-0823 075-952-1206山口　文一郎 山口　文一郎 昭47.11.27歯   診療所
     長岡京市長岡２丁目８－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102530-0022-5 宮地歯科医院 〒617-0814 宮地　和彦 宮地　和彦 昭53. 5. 8歯   診療所
     長岡京市今里５丁目１３－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 8
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102630-0025-8 ひきだ歯科医院 〒617-0826 075-955-0244疋田　芳寛 疋田　芳寛 昭54. 5.15歯   小歯 診療所
     長岡京市開田３丁目８－１８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102730-0031-6 外海歯科医院 〒617-0838 外海　弘志 外海　弘志 昭56. 5. 6歯   診療所
     長岡京市緑が丘１３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 102830-0034-0 竹村歯科医院 〒617-0833 075-955-8654竹村　幸子 竹村　幸子 昭57. 8.23歯   小歯 診療所
     長岡京市神足１丁目２－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 8.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102930-0037-3 かなおか歯科医院 〒617-0817 金（金岡）　英振 金（金岡）　英振 昭59. 4.17歯   診療所
     長岡京市滝ノ町１丁目５－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103030-0041-5 加藤歯科診療所 〒617-0843 加藤　一行 加藤　一行 昭60.10.14歯   診療所
     長岡京市友岡３丁目１１－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103130-0043-1 安藤歯科医院 〒617-0854 075-954-8811安藤　純夫 安藤　純夫 昭61. 1. 1歯   診療所
     長岡京市こがねが丘９－４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103230-0044-9 駒宮歯科医院 〒617-0823 駒宮　康隆 駒宮　康隆 昭61. 4.11歯   小歯 診療所
     長岡京市長岡２丁目３０　平安マ常　勤:    1 新規 現存
     ンション長岡 (歯       1) 平28. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103330-0048-0 岩佐歯科医院 〒617-0814 岩佐　勝也 岩佐　勝也 昭62.10. 8歯   診療所
     長岡京市今里４丁目１５－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103430-0051-4 角谷歯科医院 〒617-0821 075-952-8030角谷　英和 角谷　英和 平元. 2. 7歯   診療所
     長岡京市野添１丁目１６－６　メ常　勤:    1 新規 現存
     ゾン野添１Ｆ (歯       1) 平28. 2. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103530-0052-2 医療法人加藤歯科医院〒617-0823 075-952-7676医療法人加藤歯科医院加藤　清道 平 7.10. 2歯   矯歯 小歯診療所
     長岡京市長岡２丁目２－６ 常　勤:    1　加藤　清道 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103630-0055-5 高橋歯科医院 〒617-0826 075-954-5454高橋　章子 高橋　章子 平 5.10.15歯   矯歯 小歯診療所
     長岡京市開田１丁目２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103730-0056-3 杉本歯科医院 〒617-0843 075-956-2946杉本　謙蔵 杉本　謙蔵 平 3. 2. 2歯   矯歯 小歯診療所
     長岡京市友岡西山１９－１５千代常　勤:    1 新規 現存
     田マンション長岡京１Ｆ (歯       1) 平30. 2. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 103830-0058-9 川西歯科医院 〒617-0826 川西　康之 川西　康之 平 3. 6. 1歯   小歯 診療所
     長岡京市開田２丁目１２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103930-0062-1 医療法人文亀会　井上〒617-0826 075-954-6090医療法人文亀会　井上井上　貫 平 5.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科医院 長岡京市開田４丁目１－３ 常　勤:    1歯科医院　理事長　井 新規 現存
     (歯       1)上　貫 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104030-0065-4 岡田歯科医院 〒617-0826 075-957-6068岡田　政俊 岡田　政俊 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     長岡京市開田４丁目７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104130-0070-4 きばやし歯科医院 〒617-0826 075-954-9600木林　博之 木林　博之 平 9. 4.14歯   診療所
     長岡京市開田１丁目２１－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.14
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104230-0071-2 いなぶ歯科医院 〒617-0837 075-954-0240稲生　衡樹 稲生　衡樹 平 9. 9.17歯   小歯 診療所
     長岡京市久貝２丁目１５－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104330-0074-6 諏訪歯科診療所 〒617-0826 075-955-4118諏訪　裕彦 諏訪　裕彦 平10. 6.15歯   歯外 小歯診療所
     長岡京市開田３－３－１０ロング常　勤:    1 交代 現存
     ヒル２Ｆ (歯       1) 平28. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104430-0077-9 内藤歯科医院 〒617-0843 075-953-0102内藤　雅文 内藤　雅文 平13. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長岡京市友岡西山１０番地の１０常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104530-0079-5 医療法人　中村歯科医〒617-0853 075-951-8110医療法人　中村歯科医中村　康弘 平14. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 長岡京市奥海印寺下条３番地　　常　勤:    1院　理事長　中村　康 組織変更 現存
     シャンテ長岡１０１ (歯       1)弘 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104630-0081-1 わたなべ歯科医院 〒617-0828 075-956-2025渡邊　浩二 渡邊　浩二 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     長岡京市馬場２丁目５番３２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 104730-0082-9 医療法人　信成会　戸〒617-0823 075-955-2355医療法人　信成会　理中　智哉 平15. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     渡歯科診療所 長岡京市長岡一丁目１番１１号コ常　勤:    2事長　中　智哉 移転 現存
     ンフォートセブン３階 (歯       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104830-0084-5 森田歯科 〒617-0826 075-953-5215森田　啓 森田　啓 平17. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     長岡京市開田２丁目９番１２号フ常　勤:    1 新規 現存
     ァミール長岡京グランデュール１(歯       1) 平29. 3. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104930-0086-0 なかおか小児歯科クリ〒617-0824 075-951-0100仲岡　佳彦 仲岡　佳彦 平18. 6. 1小歯 歯   診療所
     ニック 長岡京市天神５丁目１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105030-0087-8 福田歯科クリニック 〒617-0841 075-959-0555福田　智之 福田　智之 平19. 1. 1歯   小歯 診療所
     長岡京市梅が丘１丁目７２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105130-0088-6 小倉歯科クリニック 〒617-0826 075-957-3355小倉　和久 小倉　和久 平20. 3. 1歯   小歯 診療所
     長岡京市開田３－１－１５　八坂常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105230-0091-0 ふじわら歯科クリニッ〒617-0828 075-952-1455藤原　康則 藤原　康則 平20.12.25歯   小歯 矯歯診療所
     ク 長岡京市馬場見場走り１－１０ 常　勤:    3 移転 歯外 現存
     (歯       3) 平26.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105330-0092-8 やまだ歯科 〒617-0826 075-952-9501山田　成彦 山田　成彦 平22.12. 1歯   小歯 診療所
     長岡京市開田４丁目１７－２８セ常　勤:    1 新規 現存
     ピアコートⅡ　１階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105430-0093-6 岡本歯科クリニック 〒617-0833 岡本　洋平 岡本　洋平 平23. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都府長岡京市神足２丁目６－１常　勤:    1 新規 現存
     ０テアトリーノ長岡京１Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105530-0095-1 医療法人清風会　坂根〒617-0833 075-956-5252医療法人　清風会　理長谷川　徹 平24. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     歯科診療所 長岡京市神足２丁目２番１号バン常　勤:    5事長　坂根　清文 組織変更 小歯 現存
     ビオ２番館１階 (歯       5) 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 105630-0097-7 医療法人　清風会　坂〒617-0833 075-954-5177医療法人　清風会　理坂根　清文 平25. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     根歯科クリニック 京都府長岡京市神足１丁目９番２常　勤:    1事長　坂根　清文 新規 歯外 現存
     ０号　久貝ビル１階 (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105730-0098-5 賀来歯科医院 〒617-0841 075-955-6178賀来　公昭 賀来　公昭 平26. 1. 1歯   矯歯 診療所
     京都府長岡京市梅が丘１丁目８１常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105830-0101-7 さわだ矯正歯科クリニ〒617-0823 075-958-2135医療法人社団　健究会澤田　大介 平26. 5.17矯歯 診療所
     ック 京都府長岡京市長岡二丁目１番３常　勤:    1　理事長　澤田　大介 移転 現存
     号ガラシャビル３階 (歯       1) 平26. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105930-0103-3 医療法人岡部歯科医院〒617-0823 075-956-2288医療法人岡部歯科医院岡部　京平 平27. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長岡京市長岡１丁目２０番４号 常　勤:    1　理事長　岡部　京平 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106030-0104-1 医療法人　孝陽会　長〒617-0824 075-330-9170医療法人孝陽会　理事小沢　公詞 平27.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     岡京アゼリア歯科 京都府長岡京市天神一丁目１番４常　勤:    1長　戸谷　孝洋 新規 現存
     ３号 (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106130-0105-8 医療法人一文橋歯科 〒617-0825 075-955-8877医療法人一文橋歯科　渡邉　崇光 平28. 2. 1歯   小歯 診療所
     京都府長岡京市一文橋二丁目１５常　勤:    1理事長　渡邉　崇光 組織変更 現存
     番１５号 (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106230-0106-6 医療法人社団幸恩会　〒617-0843 075-754-7775医療法人社団幸恩会　中尾　幸介 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     中尾歯科クリニック 京都府長岡京市友岡４丁目２１－常　勤:    1理事長　中尾　幸介 組織変更 歯外 現存
     １３ルピナス・ヴィータ２階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106330-0107-4 おおはし歯科口腔外科〒617-0813 075-954-8012大橋　建明 大橋　建明 平29.11. 1歯   歯外 診療所
     クリニック 京都府長岡京市井ノ内小西５２番常　勤:    2 新規 現存
     地 (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106430-0108-2 なかじょう歯科医院 〒617-0824 075-959-3100中條　信洋 中條　信洋 平29.12. 1歯   小歯 診療所
     長岡京市天神三丁目２９－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 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   111 頁

 106530-0109-0 みやじま歯科クリニッ〒617-0824 075-950-6480宮嶋　宏行 宮嶋　宏行 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 京都府長岡京市天神１丁目６－２常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ４ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106631-0011-6 北原歯科医院 〒617-0001 北原　信博 北原　信博 昭52.11. 8歯   診療所
     向日市物集女町池ノ裏１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106731-0012-4 佐々木歯科医院 〒617-0006 075-934-0065佐々木　俊夫 佐々木　俊夫 昭53. 4.19歯   診療所
     向日市上植野町堂ノ前５－３イト常　勤:    2 新規 現存
     ーピア向日マンション１Ｆ (歯       2) 平29. 4.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106831-0013-2 山口歯科医院 〒617-0002 山口　洋史 山口　洋史 昭53. 8. 8歯   診療所
     向日市寺戸町西田中瀬２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106931-0016-5 坂根歯科医院 〒617-0001 坂根　克守 坂根　克守 昭56.12. 8歯   診療所
     向日市物集女町豆尾３６－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107031-0019-9 竹内歯科医院 〒617-0006 075-934-5864竹内　正幸 竹内　正幸 昭59. 3. 1歯   矯歯 診療所
     向日市上植野町地後１０－４９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107131-0020-7 宮本歯科医院 〒617-0003 075-931-7788宮本　義信 宮本　義信 平 6. 9. 2歯   診療所
     向日市森本町下森本４７－１４５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107231-0021-5 村井歯科医院 〒617-0002 村井　浩司 村井　浩司 昭61. 8. 1歯   診療所
     向日市寺戸町西田中瀬５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107331-0022-3 向日田中歯科医院 〒617-0002 田中　宏昌 田中　宏昌 平元. 6. 5歯   小歯 診療所
     向日市寺戸町東ノ段４　神崎屋２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平28. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107431-0025-6 内藤晶歯科診療所 〒617-0002 内藤　規晶 内藤　規晶 平 8. 4. 1歯   診療所
     向日市寺戸町殿長２２フロイデ東常　勤:    1 新規 現存
     向日 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 107531-0027-2 向日歯科医院 〒617-0002 075-924-3246田中　栄次 田中　栄次 平 9.12.18歯   矯歯 小歯診療所
     向日市寺戸町南垣内８－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107631-0028-0 岡﨑歯科医院 〒617-0002 075-924-3070岡﨑　洋 岡﨑　洋 平10.12.14歯   診療所
     向日市寺戸町南垣内５５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107731-0029-8 北村歯科医院 〒617-0002 075-932-0005北村　忠丈 北村　忠丈 平12. 7. 1歯   小歯 診療所
     向日市寺戸町初田１９－３　Ｋ＆常　勤:    2 新規 現存
     Ｃプラザ２Ｆ (歯       2) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107831-0032-2 赤川歯科クリニック 〒617-0001 075-931-6480赤川　裕俊 赤川　裕俊 平14. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     向日市物集女町五ノ坪１４－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107931-0033-0 眞崎歯科医院 〒617-0006 075-921-1405真崎　義久 真崎　義久 平15. 6. 6歯   小歯 診療所
     向日市上植野町南開４５－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108031-0034-8 羽田歯科医院 〒617-0006 075-921-3313羽田　功 羽田　功 平16. 3. 1歯   小歯 診療所
     向日市上植野町御塔道１９番地の常　勤:    1 交代 現存
     １ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108131-0035-5 平木歯科医院 〒617-0002 075-934-2538平木　良隆 平木　良隆 平18. 4. 1歯   診療所
     向日市寺戸町東田中瀬１７番４　常　勤:    1 移転 現存
     伊藤ビル２階Ｅ室 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108231-0037-1 いわもと歯科クリニッ〒617-0001 075-468-3388岩本　毅彦 岩本　毅彦 平20. 1. 1歯   小歯 診療所
     ク 向日市物集女町豆尾３５－１０　常　勤:    1 新規 現存
     シャルレ１番館 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108331-0038-9 むらかみ歯科医院 〒617-0003 075-932-3232村上　裕規 村上　裕規 平20.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     向日市森本町石田２２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108431-0039-7 谷口歯科医院 〒617-0002 075-933-4600谷口　広樹 谷口　広樹 平21. 4.23歯   小歯 歯外診療所
     向日市寺戸町飛龍１９の２６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 108531-0041-3 やまとデンタルクリニ〒617-0002 075-925-4618西　大和 西　大和 平22. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 向日市寺戸町初田２５－１正一ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１階３号 (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108631-0043-9 もりデンタルクリニッ〒617-0002 075-925-8472森　基厚 森　基厚 平22. 6. 2歯   歯外 矯歯診療所
     ク 向日市寺戸町西田中瀬２－１２ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平28. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108731-0047-0 寺戸町森本歯科医院 〒617-0002 075-924-0077森本　隆道 森本　隆道 平26. 4. 1歯   診療所
     京都府向日市寺戸町二枚田１３－常　勤:    1 交代 現存
     ６５オークハイツ１Ｆ (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108831-0048-8 こやま歯科医院 〒617-0002 075-874-3096小山　浩明 小山　浩明 平26. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都府向日市寺戸町東田中瀬１１常　勤:    1 新規 現存
     －４ (歯       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108931-0049-6 大原歯科医院 〒617-0002 075-922-1947大原　裕 大原　裕 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     向日市寺戸町初田１７－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109031-0050-4 医療法人徹歯会もりし〒617-0006 075-202-7980医療法人徹歯会　理事森下　徹 平27. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     た歯科医院 京都府向日市上植野町御塔道１番常　勤:    1長　森下　徹 組織変更 矯歯 現存
     地の１ (歯       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109131-0051-2 中村歯科医院 〒617-0002 075-921-8018中村　和彦 中村　和彦 平29. 7.19歯   診療所
     向日市寺戸町初田２７－２　長栄常　勤:    1 交代 現存
     堂ビル３Ｆ (歯       1) 平29. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109231-0052-0 医療法人幸の会かなた〒617-0003 075-935-3158医療法人幸の会　理事金谷　昌幸 平29. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     にデンタルクリニック京都府向日市森本町天神森４－１常　勤:    4長　金谷　昌幸 組織変更 矯歯 現存
     ４ (歯       4) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 109331-0053-8 前田歯科 〒617-0002 075-925-7661前田　智永 前田　智永 平29.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都府向日市寺戸町七ノ坪１３９常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     番地 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109432-0001-5 岡崎歯科医院 〒610-0361 岡崎　正稔 岡崎　正稔 昭50. 4. 3歯   診療所
     京田辺市河原平田８－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109532-0002-3 大西歯科医院 〒610-0361 大西　洋二 大西　洋二 平 6. 5. 6歯   診療所
     京田辺市河原御影３０－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 6
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109632-0003-1 乃村歯科医院 〒610-0351 乃村　洋右 乃村　洋右 昭55. 8. 1歯   診療所
     京田辺市大住ケ丘一丁目１６－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109732-0004-9 池田歯科医院 〒610-0361 池田　昌弘 池田　昌弘 昭56. 7.31歯   診療所
     京田辺市河原御影３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109832-0006-4 米田歯科医院 〒610-0343 米田　正彦 米田　正彦 昭60. 1. 5歯   診療所
     京田辺市大住大欠７－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109932-0008-0 河村歯科医院 〒610-0353 0774-62-8020河村　裕行 河村　裕行 昭61. 9. 1歯   診療所
     京田辺市松井ケ丘１丁目１１－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110032-0009-8 石田歯科診療所 〒610-0362 0774-63-3082石田　光輔 石田　光輔 平 6. 1. 5歯   小歯 歯外診療所
     京田辺市東西神屋３３－４ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平30. 1. 5
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110132-0010-6 織田歯科医院 〒610-0331 織田　晴彦 織田　晴彦 平 2.11. 5歯   診療所
     京田辺市田辺中央６丁目３番地１常　勤:    1 新規 現存
     近鉄新田辺西ビル３Ｆ (歯       1) 平29.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110232-0015-5 医療法人　松原歯科医〒610-0334 0774-63-1434医療法人松原歯科医院松原　潔 平 5. 7. 1歯   診療所
     院 京田辺市田辺中央三丁目１－１５常　勤:    1　理事長　松原　潔 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
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 110332-0016-3 辻歯科診療所 〒610-0332 辻　和孝 辻　和孝 平 7. 6. 1歯   小歯 診療所
     京田辺市興戸塚ノ本７８－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110432-0017-1 立本歯科医院 〒610-0352 0774-65-3987立本　充志 立本　充志 平 9. 7. 7歯   診療所
     京田辺市花住坂１丁目２３－１０常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110532-0020-5 辰巳歯科医院 〒610-0357 0774-63-4178辰巳　眞司 辰巳　眞司 平10. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     京田辺市山手東１丁目２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110632-0021-3 三宅歯科医院 〒610-0331 0774-65-3435三宅　智加 三宅　智加 平10. 9. 7歯   小歯 診療所
     京田辺市田辺中央４丁目３番地７常　勤:    1 新規 現存
     　Ｔ．Ｉビル１階 (歯       1) 平28. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110732-0022-1 田歯科医院 〒610-0354 0774-63-6353吉田　幸雄 吉田　幸雄 平11. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     京田辺市山手南２丁目２－３－２常　勤:    1 新規 現存
     ０１ (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110832-0025-4 医療法人一元会西川歯〒610-0354 0774-68-2662医療法人一元会　西川西川　元 平12.10. 2歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 京田辺市山手南１丁目３の１　Ｆ常　勤:    1歯科医院　理事長　西 組織変更 歯外 現存
     コ－ト２０１ (歯       1)川　元 平24.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110932-0027-0 わたせ歯科医院 〒610-0352 0774-65-2155渡瀨　基之 渡瀨　基之 平13. 4. 1歯   診療所
     京田辺市花住坂１丁目２の５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111032-0029-6 医療法人　ふくしま小〒610-0361 0774-63-1313医療法人　ふくしま小福嶋　英夫 平14.10. 1小歯 歯   矯歯診療所
     児歯科医院 京田辺市河原御影３０番地の２６常　勤:    2児歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     (歯       2)福嶋　英夫 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111132-0030-4 医療法人社団弘成会　〒610-0313 0774-62-5210医療法人社団弘成会　牧草　一人 平15. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     牧草歯科医院 京田辺市三山木高飛５５－１ 常　勤:    2牧草歯科医院　理事長 移転 歯外 現存
     (歯       2)　牧草　一人 平27. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 111232-0031-2 医療法人社団　進耀会〒610-0332 0774-63-5151医療法人社団　進耀会関西　一博 平16.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　せきにし歯科医院 京都府京田辺市興戸和井田１番地常　勤:    1　せきにし歯科医院　 組織変更 現存
     の４ (歯       1)理事長　関西　一博 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111332-0032-0 医療法人　はっとり矯〒610-0334 0774-63-2800医療法人　はっとり矯服部　哲夫 平19. 1. 9矯歯 診療所
     正歯科 京田辺市田辺中央五丁目１番地４常　勤:    2正歯科　理事長　服部 組織変更 現存
     (歯       2)　哲夫 平25. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111432-0033-8 医療法人幸加会　スギ〒610-0331 0774-64-2424医療法人　幸加会　理杉元　敬弘 平19. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     モト歯科医院 京田辺市田辺中央一丁目２番地１常　勤:    5事長　杉元　敬弘 組織変更 歯外 現存
     １ (歯       5) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111532-0034-6 さかうえ歯科 〒610-0343 0774-64-3222坂上　京子 坂上　京子 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     京田辺市大住関屋１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111632-0035-3 さくら歯科クリニック〒610-0361 0774-63-5055山口　隆敏 山口　隆敏 平19. 5. 1歯   矯歯 診療所
     京田辺市河原食田６　レインボー常　勤:    1 新規 現存
     ビル１１０ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111732-0036-1 秋田歯科 〒610-0356 0774-65-2223秋田　吉輝 秋田　吉輝 平19.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京田辺市山手中央１－１２　松井常　勤:    1 新規 現存
     山手ＳＪビル３０３ (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111832-0037-9 やました歯科医院 〒610-0355 0774-34-5454山下　圭介 山下　圭介 平20. 9. 1歯   歯外 矯歯診療所
     京田辺市山手西１丁目２－９ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111932-0038-7 医療法人　光久会　わ〒610-0357 0774-63-0006医療法人　光久会　理安井　篤司 平27. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     かばデンタルクリニッ京都府京田辺市山手東２丁目５－常　勤:    1事長　安井　篤司 新規 歯外 現存
     ク ７　マサヤスビル１階 (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112032-0039-5 青木歯科 〒610-0353 0774-64-0518青木　伸二 青木　伸二 平28. 1. 1歯   診療所
     京都府京田辺市松井ケ丘３丁目１常　勤:    1 新規 現存
     －５ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 112132-0040-3 医療法人安美会古市歯〒610-0354 0774-65-5725医療法人安美会　理事古市　知之 平28.11. 1歯   診療所
     科医院 京都府京田辺市山手南２丁目１番常　勤:    2長　古市　知之 組織変更 現存
     地３ハチセンビル３号館２０１号(歯       2) 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112232-0041-1 松井ヶ丘はっとり歯科〒610-0353 0774-64-4182服部　哲夫 服部　哲夫 平30. 3. 1歯   小歯 診療所
     京都府京田辺市松井ヶ丘１－１２常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112332-0042-9 おおはた歯科クリニッ〒610-0361 0774-26-2798大畑　正人 大畑　正人 平30. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 京都府京田辺市河原北口２１－１常　勤:    1 新規 現存
     －１０６ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112433-0001-3 平井歯科医院 〒627-0012 平井　嘉明 平井　嘉明 昭51. 1. 7歯   診療所
     京丹後市峰山町杉谷７５１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112533-0003-9 小国歯科医院 〒627-0012 小国　栄一 小国　栄一 平 5.11. 1歯   診療所
     京丹後市峰山町杉谷９３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112633-0004-7 のいち歯科医院 〒627-0005 0772-62-3800乃一　佳宏 乃一　佳宏 平 9.10.28歯   診療所
     京丹後市峰山町新町１７２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112733-0005-4 伊東歯科・矯正歯科医〒629-2501 0772-64-2005伊東　嵩英 伊東　嵩英 昭46. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 京丹後市大宮町口大野６６３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112833-0007-0 さかね歯科医院 〒629-2502 坂根　昇 坂根　昇 平 4. 5.11歯   小歯 矯歯診療所
     京丹後市大宮町河辺１４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112933-0008-8 野村歯科医院 〒629-3104 野村　和正 野村　和正 昭59. 7.16歯   小歯 診療所
     京丹後市網野町浅茂川１８１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113033-0009-6 吉岡歯科診療所 〒629-3101 07727-2-3828吉岡　保浩 吉岡　保浩 平元. 1.19歯   診療所
     京丹後市網野町網野３４７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 113133-0010-4 井上歯科医院 〒629-3101 井上　尚也 井上　尚也 平 2.11.18歯   小歯 診療所
     京丹後市網野町網野２７１４－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113233-0011-2 梅田歯科医院 〒629-3101 0772-72-0202梅田　浩 梅田　浩 平12. 3. 8歯   診療所
     京丹後市網野町網野１７８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113333-0012-0 坂根歯科医院 〒627-0201 0772-75-0205坂根　佐兵衞 坂根　佐兵衞 平14. 3. 1歯   小歯 診療所
     京丹後市丹後町間人２０２９ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113433-0013-8 森岡歯科医院 〒627-0111 0772-65-4058森岡　信明 森岡　信明 平 9. 5. 8歯   小歯 歯外診療所
     京丹後市弥栄町溝谷５４４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113533-0014-6 行待歯科医院 〒627-0111 0772-65-2207行待　康夫 行待　康夫 平12. 9.18歯   診療所
     京丹後市弥栄町溝谷３３１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113633-0015-3 沼倉歯科医院 〒629-3408 0772-82-0165沼倉　洋三 沼倉　洋三 平12. 4. 1歯   診療所
     京丹後市久美浜町１４３２番地２常　勤:    1 交代 現存
     ０ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113733-0016-1 中村歯科医院 〒629-3402 0772-82-0548中村　靖 中村　靖 平 9. 7. 3歯   診療所
     京丹後市久美浜町仲町２９９６－常　勤:    1 交代 現存
     ３ (歯       1) 平30. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113833-0018-7 戸田歯科医院 〒627-0012 0772-62-4182戸田　博文 戸田　博文 平16.10. 1歯   小歯 診療所
     京丹後市峰山町杉谷８６２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113933-0019-5 医療法人社団山吹会　〒627-0004 0772-62-5522医療法人社団　山吹会井上　晋吾 平18. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     かぶとく歯科クリニッ京丹後市峰山町荒山１０２４番地常　勤:    2　理事長　井上　晋吾 組織変更 現存
     ク井上 １ (歯       2) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114033-0020-3 荒田歯科医院 〒629-2501 0772-64-2296荒田　ケイ 荒田　ケイ 平18.11.20歯   診療所
     京丹後市大宮町口大野４０８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114133-0023-7 梅田歯科医院 〒627-0012 0772-62-6480梅田　龍弘 梅田　龍弘 平25. 4.15歯   小歯 矯歯診療所
     京丹後市峰山町杉谷６５２ 常　勤:    1 移転 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 4.15
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 114233-0024-5 やまだ歯科医院 〒629-3410 0772-82-0333山田　元太郎 山田　元太郎 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都府京丹後市久美浜町小字飯田常　勤:    1 新規 現存
     ７８１番地２ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114333-0026-0 デンタルクリニックは〒627-0005 0772-69-1182波多野　吉人 波多野　吉人 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     たの 京都府京丹後市峰山町新町１６０常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ６－１ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114434-0002-9 荒木歯科医院 〒601-0755 0771-75-0271荒木　眞弓 荒木　眞弓 平10.11.16歯   診療所
     南丹市美山町静原森ケ下１４－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114534-0003-7 みやま岡田歯科医院 〒601-0713 0771-77-0010岡田　英樹 岡田　英樹 平15. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     南丹市美山町中上前８３番地　知常　勤:    1 新規 現存
     井会館１Ｆ (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114634-0004-5 山田歯科医院 〒622-0017 山田　正久 山田　正久 昭62. 6. 3歯   診療所
     南丹市園部町若松町３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114734-0005-2 村井歯科医院 〒622-0002 村井　文章 村井　文章 平 3. 3.11歯   診療所
     南丹市園部町美園町１３－１３－常　勤:    1 新規 現存
     ５さつきビル２Ｆ (歯       1) 平30. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114834-0006-0 元村歯科医院 〒622-0042 0771-63-1156元村　早和子 元村　早和子 平 3. 5.11歯   診療所
     南丹市園部町栄町参号１４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114934-0008-6 大町歯科医院 〒622-0011 0771-68-2217大町　康人 大町　康人 平11.11. 1歯   診療所
     南丹市園部町上木崎町大将軍１９常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115034-0009-4 医療法人　ムネカワ歯〒622-0014 0771-63-0819医療法人　ムネカワ歯宗川　昇 平13. 7. 1歯   診療所
     科 南丹市園部町上本町南２番地１８常　勤:    1科　理事長　宗川　昇 組織変更 現存
     ジョイントプラザコム１Ｆ (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115134-0010-2 髙屋歯科医院 〒622-0013 0771-62-0144髙屋　毅史 髙屋　毅史 平16. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南丹市園部町本町２２番地 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 115234-0011-0 医療法人社団みどり会〒629-0141 0771-42-5897医療法人社団みどり会嶋村　清次 平 6. 7. 1歯   歯外 診療所
     　嶋村歯科診療所 南丹市八木町八木野条３３ 常　勤:    1　理事長　嶋村　清次 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115334-0012-8 医療法人兼仁会　秋田〒629-0141 0771-42-2345医療法人兼仁会　理事秋田　洋季 平 8. 4. 1歯   診療所
     歯科 南丹市八木町八木西町裏１３ 常　勤:    2長　秋田　健造 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115434-0013-6 鈴木歯科医院 〒629-0311 0771-74-3418鈴木　隆史 鈴木　隆史 平14. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     南丹市日吉町胡麻的場１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115534-0015-1 医療法人ひまわり会　〒622-0051 0771-63-1322医療法人　ひまわり会河野　重樹 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     河野歯科医院 南丹市園部町横田４号２２番 常　勤:    1　理事長　河野　重樹 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115635-0002-6 大西歯科医院 〒619-0202 0774-99-0050大西　太 大西　太 平11. 8. 1歯   診療所
     木津川市山城町平尾不知田７１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115735-0003-4 坊歯科医院 〒619-0222 坊　昌史 坊　昌史 昭61. 7.18歯   矯歯 小歯診療所
     木津川市相楽城下１２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115835-0004-2 巻野歯科医院 〒619-0222 巻野　昭次 巻野　昭次 昭62. 4.20歯   診療所
     木津川市相楽高下４３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115935-0005-9 秋田歯科医院 〒619-0224 秋田　隆造 秋田　隆造 昭62. 9.12歯   診療所
     木津川市兜台３丁目１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116035-0006-7 福田歯科医院 〒619-0222 福田　雅之 福田　雅之 平 2. 3. 1歯   診療所
     木津川市相楽城西７０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116135-0008-3 井上歯科医院 〒619-0214 井上　茂樹 井上　茂樹 平 5. 3. 2歯   診療所
     木津川市木津上戸６１－１三和ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１Ｆ (歯       1) 平29. 3. 2
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 116235-0009-1 笹井歯科医院 〒619-0223 笹井　浩司 笹井　浩司 平 6. 4. 8歯   小歯 診療所
     木津川市相楽台８丁目１３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116335-0010-9 きむら歯科 〒619-0214 0774-71-5000木村　英城 木村　英城 平10.12.14歯   小歯 診療所
     木津川市木津殿城１１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116435-0011-7 かみばやし歯科医院 〒619-0216 0774-75-2810上林　豊彦 上林　豊彦 平11. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     木津川市州見台三丁目８番地５　常　勤:    1 新規 現存
     １０３号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116535-0012-5 医療法人基歯会冨田歯〒619-0214 0774-72-0551医療法人基歯会　理事冨田　基雄 平12. 7. 3歯   小歯 歯外診療所
     科 木津川市木津清水６０ 常　勤:    3長　冨田　基雄 組織変更 現存
     (歯       3) 平30. 7. 3
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116635-0013-3 小林歯科医院 〒619-0216 0774-75-2838小林　真之 小林　真之 平14. 3. 1歯   診療所
     木津川市州見台五丁目２１番地５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116735-0014-1 内藤歯科 〒619-0224 0774-71-0711内藤　 夫 内藤　 夫 平17.10. 1歯   小歯 診療所
     木津川市兜台３丁目９－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116835-0017-4 阪口歯科医院 〒619-1127 阪口　徹 阪口　徹 平 6.10. 1歯   診療所
     木津川市南加茂台５丁目 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116935-0018-2 小西歯科医院 〒619-1127 0774-76-4726小西　文昭 小西　文昭 昭62. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     木津川市南加茂台９丁目１９－３常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117035-0019-0 住岡歯科医院 〒619-1152 0774-76-2407持木　純子 持木　純子 平 8. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     木津川市加茂町里東鳥口９－１ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 117135-0020-8 西谷歯科医院 〒619-1152 0774-76-7748西谷　伸一 西谷　伸一 平12. 1. 1歯   小歯 診療所
     木津川市加茂町里西鳥口８１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117235-0021-6 いのうえ歯科クリニッ〒619-1154 0774-76-0556井上　勝利 井上　勝利 平13.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 京都府木津川市加茂町駅東３丁目常　勤:    1 新規 現存
     ４番５号 (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117335-0023-2 わたなべ歯科クリニッ〒619-0225 0774-39-4182渡邉　誠之 渡邉　誠之 平19. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 木津川市木津川台７－１－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117435-0024-0 さがなか歯科 〒619-0223 0774-72-0111高山　裕右 高山　裕右 平19.11. 1歯   矯歯 診療所
     木津川市相楽台９－６－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117535-0025-7 ヨシキ　デンタル　ク〒619-0216 0774-75-1777渡辺　祥樹 渡辺　祥樹 平20. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 木津川市州見台１丁目１番ガーデ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ンモール木津川２Ｆ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117635-0026-5 ふじわら歯科クリニッ〒619-0215 0774-75-1848藤原　慶輔 藤原　慶輔 平20.12. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ク 木津川市梅美台４丁目１２番地１常　勤:    2 新規 小歯 現存
     ７ (歯       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117735-0028-1 星野歯科クリニック 〒619-0215 0774-72-2021星野　直治 星野　直治 平22.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     木津川市梅美台２丁目１９－３０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117835-0029-9 長澤歯科医院 〒619-0214 0774-72-0670長澤　成明 長澤　成明 平23. 5. 7歯   歯外 小歯診療所
     京都府木津川市木津駅前一丁目３常　勤:    2 移転 矯歯 現存
     ８番地 (歯       2) 平29. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117935-0030-7 柿木歯科診療所 〒619-0204 0774-86-2227柿木　政芳 柿木　政芳 平24. 2. 1歯   診療所
     木津川市山城町上狛前畑１２－１常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118035-0031-5 西歯科クリニック 〒619-0218 0774-73-6767西　治 西　治 平28. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都府木津川市城山台一丁目１４常　勤:    1 新規 現存
     番地１ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 118135-0032-3 やなぎさわ歯科 〒619-0214 0774-73-2046柳澤　聡行 柳澤　聡行 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都府木津川市木津川原田５４番常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118240-0019-0 水野歯科医院 〒615-8225 水野　雅則 水野　雅則 昭47. 9. 1歯   診療所
     京都市西京区上桂森下町１－１５常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118340-0020-8 木下歯科医院 〒610-1124 075-331-3434木下　賢司 木下　賢司 昭47. 9.11歯   診療所
     京都市西京区大原野上里紅葉町１常　勤:    1 新規 現存
     １－１４ (歯       1) 平29. 9.11
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118440-0022-4 三宅歯科医院 〒610-1122 三宅　宏 三宅　宏 昭52. 5. 1歯   診療所
     京都市西京区大原野東野町３－４常　勤:    1 新規 現存
     １５ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118540-0024-0 新谷歯科桂診療所 〒615-8074 075-391-0264新谷　衛 新谷　衛 昭62. 2. 1歯   診療所
     京都市西京区桂南巽町５５－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118640-0025-7 高山歯科診療所 〒615-8074 高山　康男 高山　康男 平 5.10.13歯   診療所
     京都市西京区桂南巽町３０　山品常　勤:    1 新規 現存
     桂ビル２Ｆ (歯       1) 平29.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118740-0026-5 高橋歯科医院 〒615-8263 075-392-7272高橋　秀樹 高橋　秀樹 昭51. 3.22歯   診療所
     京都市西京区山田久田町３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118840-0032-3 井上歯科診療所 〒615-8074 井上　俊男 井上　俊男 昭54. 1. 5歯   診療所
     京都市西京区桂南巽町１３７－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118940-0037-2 小笹歯科医院 〒610-1146 小笹　憲一 小笹　憲一 昭58. 4. 1歯   診療所
     京都市西京区大原野西境谷町２丁常　勤:    1 新規 現存
     目１０－１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119040-0038-0 小笹歯科診療所 〒610-1112 小笹　誠 小笹　誠 昭58. 9. 8歯   診療所
     京都市西京区大枝北福西町３丁目常　勤:    1 新規 現存
     ２－８ (歯       1) 平28. 9. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 119140-0041-4 岩崎歯科医院 〒615-8196 岩崎　滋生 岩崎　滋生 昭56. 4.22歯   診療所
     京都市西京区川島尻堀町５３－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119240-0044-8 城阪歯科医院 〒610-1112 城阪　元也 城阪　元也 昭56. 6.26歯   診療所
     京都市西京区大枝北福西町１丁目常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平29. 6.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119340-0049-7 佐々木歯科医院 〒615-8035 075-391-1460佐々木　悦男 佐々木　悦男 平 6. 6.29歯   小歯 診療所
     京都市西京区下津林芝ノ宮町１７常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平30. 6.29
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119440-0052-1 上山歯科診療所 〒610-1143 075-332-8041上山　泰弘 上山　泰弘 平 7. 3. 1歯   診療所
     京都市西京区大原野東境谷町２－常　勤:    2 新規 現存
     ５－９センタービル１Ｆ (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119540-0060-4 上野歯科医院 〒615-8236 上野　壽 上野　壽 昭60. 7.23歯   診療所
     京都市西京区山田大吉見町５１６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 7.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119640-0062-0 岡本歯科医院 〒616-0022 岡本　肇 岡本　肇 昭61. 5.19歯   矯歯 小歯診療所
     京都市西京区嵐山朝月町２－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.19
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119740-0064-6 安藤歯科東代町診療所〒615-8101 安藤　宏一 安藤　宏一 昭61.12. 1歯   小歯 診療所
     京都市西京区川島東代町１０－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119840-0065-3 医療法人清歯会浅井歯〒615-8281 075-391-0118医療法人清歯会　理事浅井　計征 平 6. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 京都市西京区松尾木ノ曽町５８－常　勤:    6長　浅井　拓 新規 歯外 現存
     ５ (歯       6) 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119940-0067-9 宇野歯科医院 〒615-8264 075-381-9597宇野　雅之 宇野　雅之 昭64. 1. 1歯   診療所
     京都市西京区山田六ノ坪町８－３常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 120040-0070-3 医療法人　西垣歯科医〒610-1141 075-331-1217医療法人西垣歯科医院西垣　満 平 8. 1. 1歯   診療所
     院 京都市西京区大枝西新林町６丁目常　勤:    1　西垣　満 新規 現存
     ５－１３ (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120140-0072-9 西垣歯科 〒615-8172 西垣　忠寛 西垣　忠寛 平 2. 6.11歯   診療所
     京都市西京区樫原宇治井西町２－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平29. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120240-0073-7 岡本歯科診療所 〒615-8141 岡本　俊幸 岡本　俊幸 平 3. 1. 1歯   小歯 診療所
     京都市西京区樫原平田町１－１５常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120340-0074-5 日高歯科診療所 〒615-8074 日高　淑樹 日高　淑樹 平 3. 1. 1歯   診療所
     京都市西京区桂南巽町１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120440-0075-2 宮尾歯科医院 〒610-1101 075-333-1818宮尾　雅之 宮尾　雅之 平 4. 2. 8歯   小歯 診療所
     京都市西京区大枝北沓掛町２丁目常　勤:    1 新規 現存
     １０－７ (歯       1) 平28. 2. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120540-0077-8 医療法人　藤田歯科医〒610-1145 075-332-8241医療法人藤田歯科医院藤田　成司 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     院 京都市西京区大原野西竹の里町１常　勤:    1　理事長　藤田　成司 新規 現存
     丁目１８ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120640-0078-6 松本歯科医院 〒615-8301 松本　尚憲 松本　尚憲 平 4. 4. 8歯   小歯 診療所
     京都市西京区桂徳大寺北町１１９常　勤:    2 新規 現存
     番地 (歯       2) 平28. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120740-0082-8 クロイ歯科医院 〒615-8261 075-391-4511黒井　正人 黒井　正人 平 5. 4. 5歯   小歯 診療所
     京都市西京区山田庄田町３－５２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120840-0085-1 澤田歯科医院 〒615-8111 澤田　卓男 澤田　卓男 平 5.12.13歯   診療所
     京都市西京区川島松園町３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120940-0086-9 河田歯科医院 〒615-8191 075-394-1723河田　公満 河田　公満 平 6. 3. 1歯   小歯 診療所
     京都市西京区川島有栖川町８　ス常　勤:    1 新規 現存
     パインタケダ２Ｆ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 121040-0087-7 はぎざき歯科医院 〒615-8213 075-394-5047萩嵜　康雄 萩嵜　康雄 平 6. 4.22歯   小歯 診療所
     京都市西京区上桂北村町１２１番常　勤:    1 新規 現存
     地 (歯       1) 平30. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121140-0089-3 中山歯科医院 〒615-8002 中山　雅弘 中山　雅弘 平 6.11. 1歯   診療所
     京都市西京区桂上野中町１７０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121240-0091-9 亀川歯科医院 〒615-8216 075-393-3833亀川　義弘 亀川　義弘 平 6.12.21歯   矯歯 小歯診療所
     京都市西京区松尾鈴川町８６－９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121340-0092-7 高録歯科医院松園診療〒615-8111 075-392-8690浦岡　知加子 浦岡　知加子 平 7. 4.10歯   診療所
     所 京都市西京区川島松園町２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121440-0096-8 たけい歯科医院 〒615-8003 武井　勉 武井　勉 平 7. 7. 3歯   矯歯 小歯診療所
     京都市西京区桂上野東町１６７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121540-0103-2 森本歯科 〒615-8227 075-393-1184森本　淳史 森本　淳史 平 9. 6.16歯   小歯 診療所
     京都市西京区上桂宮ノ後町４６－常　勤:    2 新規 現存
     ２ (歯       2) 平30. 6.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121640-0106-5 桂川水野歯科医院 〒615-8213 075-382-0600水野　道成 水野　道成 平11. 5. 1歯   診療所
     京都市西京区上桂北村町２３４　常　勤:    1 新規 現存
     プリベール上桂１Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121740-0108-1 矢本歯科 〒615-8072 075-382-1166矢本　美旗 矢本　美旗 平11. 8. 1歯   小歯 診療所
     京都市西京区桂木ノ下町１－８９常　勤:    1 新規 現存
     　ジオコ－ト桂１Ｆ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121840-0109-9 医療法人シバハラ歯科〒610-1141 075-333-3799医療法人　シバハラ歯柴原　一清 平11. 7. 1歯   矯歯 歯外診療所
     医院 京都市西京区大枝西新林町五丁目常　勤:    3科医院　理事長　柴原 組織変更 小歯 現存
     １－１２ (歯       3)　一清 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121940-0110-7 石原歯科医院 〒610-1127 075-331-1008石原　宗和 石原　宗和 平12.11. 1歯   小歯 診療所
     京都市西京区大原野上里鳥見町７常　勤:    1 新規 現存
     －２ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 122040-0111-5 医療法人緑優会　河瀨〒615-8036 075-393-8668医療法人緑優会　河瀨河瀨　敦 平13. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 京都市西京区下津林南大般若町３常　勤:    2歯科医院　理事長　河 組織変更 歯外 現存
     ６　ロイヤルシティ桂ＰＡＲＴⅡ(歯       2)瀨　敦 平25. 2. 1
     　１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122140-0113-1 吉見歯科医院 〒615-8251 075-392-3312吉見　次郎 吉見　次郎 平13. 5. 1歯   診療所
     京都市西京区山田猫塚町６の１８常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122240-0114-9 きむら歯科医院 〒615-8063 075-383-0118木村　計司 木村　計司 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     京都市西京区下津林六反田１の２常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122340-0115-6 医療法人社団　光歯会〒615-8071 075-392-6430医療法人社団　光歯会西沢　剛 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     　にしざわ歯科医院 京都市西京区桂春日町１４－２５常　勤:    1　理事長　西沢　剛 移転 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122440-0116-4 林歯科医院 〒610-1104 075-333-3350林　義浩 林　義浩 平14. 5. 1歯   診療所
     京都市西京区大枝中山町３－２０常　勤:    1 移転 現存
     ６ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122540-0119-8 医療法人社団聖歯会　〒610-1103 075-382-6650医療法人社団　聖歯会梅津　俊聡 平16. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     梅津歯科医院分院 京都市西京区御陵峰ケ堂町２丁目常　勤:    2　理事長　梅津　俊広 組織変更 矯歯 現存
     １６番地８号 (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122640-0120-6 医療法人清歯会　洛西〒615-8103 075-394-4618医療法人　清歯会　理浅井　拓 平16. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     口　浅井歯科医院 京都市西京区川島六ノ坪町６３番常　勤:    7事長　浅井　拓 新規 歯外 現存
     地１ (歯       7) 平28. 5. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122740-0121-4 ちづ歯科・こども歯科〒615-8025 075-393-0515北村　千鶴子 北村　千鶴子 平16.11. 1歯   小歯 診療所
     クリニック 京都市西京区桂稲荷山町６７　ド常　勤:    2 新規 現存
     ムス桂１０３　 (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122840-0125-5 あらがね歯科診療所 〒615-8111 075-382-3095荒金　高正 荒金　高正 平20. 5. 1歯   小歯 診療所
     京都市西京区川島松園町８９ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122940-0126-3 河野歯科医院 〒615-8282 075-381-5544河野　美弥子 河野　美弥子 平20.12.12歯   診療所
     京都市西京区松尾大利町５５の４常　勤:    1 交代 現存
     ９ (歯       1) 平26.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 123040-0129-7 いしばし歯科クリニッ〒615-8005 075-381-1484石橋　淳 石橋　淳 平24. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 京都市西京区桂上野南町８９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123140-0130-5 どうとう歯科・口腔外〒610-1141 075-335-3131堂東　亮輔 堂東　亮輔 平24. 9. 1歯外 歯   小歯診療所
     科 京都市西京区大枝西新林町６－１常　勤:    1 新規 現存
     １－１２ (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123240-0131-3 桂駅西口　片山歯科ク〒615-8074 075-392-0101片山　一郎 片山　一郎 平25. 2. 8歯   矯歯 小歯診療所
     リニック 京都市西京区桂南巽町１３２桂オ常　勤:    1 新規 現存
     ーエスプラザビル２０４ (歯       1) 平25. 2. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123340-0132-1 医療法人ひまわり会　〒616-0022 075-871-5377医療法人　ひまわり会諸岡　彩 平25. 5. 7歯   診療所
     かわの歯科医院 京都府京都市西京区嵐山朝月町２常　勤:    1　理事長　河野　重樹 交代 現存
     ３番地の５ (歯       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123440-0133-9 医療法人　こうの歯科〒615-8231 075-381-6096医療法人こうの歯科　河野　直生 平25.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都府京都市西京区御陵溝浦町２常　勤:    3理事長　河野　直生 交代 歯外 現存
     ６番３０ (歯       3) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123540-0134-7 医療法人優誠会かつら〒615-8106 075-381-0716医療法人優誠会　理事森田　侑宜 平26. 1. 1歯   矯歯 診療所
     歯科クリニック 京都府京都市西京区川島滑樋町４常　勤:    1長　髙寄　典余 新規 現存
     ６番地１ロココ桂１Ｆ (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123640-0135-4 きのした歯科医院 〒610-1106 075-333-6296木下　智雄 木下　智雄 平26. 3. 7歯   歯外 小歯診療所
     京都市西京区大枝沓掛町９－９ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 3. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123740-0137-0 医療法人　杉本こども〒615-8071 075-381-8813医療法人　杉本こども杉本　勘太 平26. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科クリニック 京都市西京区桂春日町６７番地１常　勤:    1歯科クリニック　理事 組織変更 現存
     グランレブリー桂ＰａｒｔⅡ (歯       1)長　杉本　勘太 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 123840-0138-8 医療法人　五十嵐歯科〒615-8036 075-392-0993医療法人五十嵐歯科医五十嵐　一 平26. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     医院 京都市西京区下津林南大般若町４常　勤:    3院　理事長　五十嵐　 組織変更 現存
     ６番地 (歯       3)一 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123940-0139-6 高橋歯科医院 〒615-8282 075-381-8841髙橋　達也 髙橋　達也 平27. 1. 6歯   小歯 矯歯診療所
     京都市西京区松尾大利町２０－３常　勤:    1 交代 現存
     ９ (歯       1) 平27. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124040-0140-4 医療法人　さかの歯科〒610-1146 075-331-7070医療法人さかの歯科　坂野　泰造 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市西京区大原野西境谷町二丁常　勤:    2理事長　坂野　泰造 組織変更 現存
     目１４番地１３ (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124140-0141-2 医療法人ひのくち歯科〒615-8142 075-391-8558医療法人ひのくち歯科樋之口　貴 平27. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     医院 京都府京都市西京区樫原畔ノ海道常　勤:    1医院　理事長　樋之口 組織変更 歯外 現存
     １番地１０８ (歯       1)　貴 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124240-0142-0 山田歯科 〒615-8228 075-382-5650山田　勝典 山田　勝典 平27.12. 1歯   小歯 診療所
     京都市西京区上桂西居町７１番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124340-0143-8 さわだ矯正歯科桂クリ〒615-8236 075-382-2660医療法人社団健究会　冨田　奈緒 平28. 8. 1矯歯 診療所
     ニック 京都市西京区山田大吉見町５番地常　勤:    1理事長　澤田　大介 新規 現存
     １２ル・サフィール物集女３階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124440-0145-3 医療法人社団洛歯会中〒615-8072 075-393-6655医療法人社団洛歯会　中田　光太郎 平29.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     田歯科クリニック 京都市西京区桂木ノ下町１番地８常　勤:    3理事長　中田　光太郎 移転 歯外 現存
     ４ (歯       3) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124540-0146-1 よしおか歯科 〒616-0014 075-864-3777 岡　靖介 岡　靖介 平30. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     京都市西京区嵐山谷ヶ辻子町３０常　勤:    1 新規 現存
     嵐山ショコラ１Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124640-0147-9 ますみデンタルクリニ〒615-8196 075-382-0007浦田　沢美 浦田　沢美 平30. 5. 1歯   小歯 診療所
     ック 京都市西京区川島尻堀町５５－８常　勤:    1 新規 現存
     ノーヴォカーザ桂１０２ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124741-0015-6 目片歯科医院 〒607-8355 目片　恒芳 目片　恒芳 昭42.11. 1歯   診療所
     京都市山科区西野大鳥井町１００常　勤:    1 新規 現存
     －１８４ (歯       1) 平24.11. 1
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 124841-0034-7 大西歯科医院 〒607-8141 大西　敏雄 大西　敏雄 昭52. 5. 9歯   診療所
     京都市山科区東野北井ノ上町５－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平28. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124941-0040-4 久保田歯科医院 〒607-8160 久保田　正紀 久保田　正紀 昭53. 5.20歯   矯歯 診療所
     京都市山科区椥辻東浦町１８－２常　勤:    1 新規 現存
     メイゾン山科２階 (歯       1) 平29. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125041-0043-8 山科山田歯科診療所 〒607-8143 山田　博幸 山田　博幸 昭54. 1. 8歯   診療所
     京都市山科区東野南井ノ上町１０常　勤:    1 新規 現存
     －２０ (歯       1) 平30. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125141-0044-6 永井歯科医院 〒607-8433 075-501-4152永井　学 永井　学 平 6.11. 1歯   診療所
     京都市山科区御陵池堤町１－２２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125241-0048-7 大嶋歯科医院 〒607-8203 075-592-0250大嶋　信治 大嶋　信治 昭56. 3.23歯   診療所
     京都市山科区栗栖野打越町７－１常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平29. 3.23
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125341-0049-5 中川歯科医院 〒607-8475 中川　資朗 中川　資朗 昭56. 4. 1歯   診療所
     京都市山科区北花山横田町２３－常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125441-0052-9 桜木歯科医院 〒607-8192 桜木　利行 桜木　利行 昭56. 9. 7歯   診療所
     京都市山科区大宅御供田町６１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125541-0057-8 梶原歯科医院 〒607-8043 075-581-8228梶原　裕史 梶原　裕史 昭57.11. 1歯   診療所
     京都市山科区四ノ宮中在寺町３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125641-0062-8 三井歯科医院 〒607-8134 三井　博晶 三井　博晶 昭59. 4. 5歯   診療所
     京都市山科区大塚北溝町４５－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125741-0065-1 中辻歯科医院 〒607-8341 中辻　義堯 中辻　義堯 昭60. 1. 4歯   診療所
     京都市山科区西野今屋敷町２４－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平30. 1. 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   131 頁

 125841-0067-7 卜部歯科医院 〒607-8344 卜部　直美 卜部　直美 昭62. 3.23歯   診療所
     京都市山科区西野大手先町２－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125941-0069-3 杉江歯科医院 〒607-8497 075-593-4618杉江　良啓 杉江　良啓 昭63. 9. 3歯   小歯 診療所
     京都市山科区日ノ岡ホッパラ町３常　勤:    1 新規 現存
     ６－２ (歯       1) 平24. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126041-0071-9 前川歯科医院 〒607-8163 前川　博 前川　博 平元. 7. 1歯   診療所
     京都市山科区椥辻東潰３２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126141-0072-7 石角歯科医院 〒607-8089 石角　泰次郎 石角　泰次郎 平元.11. 1歯   小歯 診療所
     京都市山科区竹鼻西ノ口町６１－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126241-0075-0 医療法人社団明進会　〒607-8443 075-594-4578医療法人社団明進会　井津　守進 平 8. 4. 1歯   診療所
     井津歯科医院 京都市山科区上野寺井町７－１ 常　勤:    1理事長　井津　守進 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126341-0079-2 医療法人　宮本歯科医〒607-8223 075-502-8850医療法人宮本歯科医院宮本　保幸 平 6.10. 1歯   小歯 診療所
     院 京都市山科区勧修寺瀬戸河原町１常　勤:    1　理事長　宮本　保幸 新規 現存
     １ラッフルズビル (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126441-0080-0 医療法人白美会音羽歯〒607-8075 075-594-2226医療法人白美会　理事藤本　嘉朗 平 7. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科医院 京都市山科区音羽野田町２４－５常　勤:    2長　岩井　英子 新規 現存
     ジュネス２階 (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126541-0083-4 医療法人岩橋歯科医院〒607-8219 075-573-0050医療法人岩橋歯科医院岩橋　延浩 平 7.10. 1歯   歯外 診療所
     京都市山科区勧修寺風呂尻町１３常　勤:    2　理事長　岩橋　延浩 新規 現存
     ６ (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126641-0084-2 医療法人社団英友会　〒607-8076 075-591-5253医療法人社団英友会　古原　優樹 平 7.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     古原歯科医院 京都市山科区音羽役出町１－２８常　勤:    3理事長　古原　優樹 新規 矯歯 現存
     (歯       3) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126741-0085-9 医療法人　粟井歯科医〒607-8325 075-594-7132医療法人粟井歯科医院粟井　一夫 平 5.10. 1歯   診療所
     院 京都市山科区川田土仏町１０－７常　勤:    1　理事長　粟井　一夫 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
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 126841-0088-3 医療法人　森歯科医院〒607-8307 075-581-3131医療法人森歯科医院　森　義行 平 5.12.10歯   診療所
     京都市山科区西野山射庭ノ上町１常　勤:    1理事長　森　義行 新規 現存
     ０８ (歯       1) 平29.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126941-0091-7 竹脇歯科医院 〒607-8009 075-581-3265竹脇　寛 竹脇　寛 平 6.10. 1歯   診療所
     京都市山科区安朱北屋敷町１４オ常　勤:    2 新規 現存
     ルトビル２Ｆ (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127041-0093-3 宮川歯科医院 〒607-8132 宮川　淳 宮川　淳 平 7.10. 4歯   診療所
     京都市山科区大塚森町１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127141-0095-8 なかがわ小児歯科・矯〒607-8075 075-595-3656中川　善郎 中川　善郎 平 8. 7. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     正歯科医院 京都市山科区音羽野田町１－６－常　勤:    1 新規 現存
     １２山科音羽マンションＡ棟１１(歯       1) 平29. 7. 1
     ３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127241-0096-6 小沢歯科医院 〒607-8016 075-595-3773小沢　和也 小沢　和也 平 8. 9. 2歯外 歯   小歯診療所
     京都市山科区安朱中溝町７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127341-0099-0 三井歯科診療所 〒607-8161 075-592-7600三井　真弓 三井　真弓 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     京都市山科区椥辻中在家町１７プ常　勤:    2 新規 現存
     ラザ椥辻２Ｆ (歯       2) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127441-0101-4 医療法人社団高志会和〒607-8061 075-592-0855医療法人社団高志会　細川　その代 平 9.10. 1歯   診療所
     田歯科医院 京都市山科区音羽草田町１８番地常　勤:    1理事長　和田　玲子 組織変更 現存
     ３５ (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127541-0102-2 おの歯科医院 〒607-8163 075-595-5182小野　暁彦 小野　暁彦 平 9.10. 8歯   診療所
     京都市山科区椥辻東潰１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127641-0105-5 山科たかうじ歯科医院〒607-8011 075-591-3050髙氏　康之 髙氏　康之 平10. 1.16歯   矯歯 小歯診療所
     京都市山科区安朱南屋敷町２８－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ６　レーベン早川ビルⅡ３Ｆ (歯       1) 平28. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127741-0107-1 ホリイ歯科医院 〒607-8029 075-582-4480堀井　伸一郎 堀井　伸一郎 平10. 4. 1歯   歯外 診療所
     京都市山科区四ノ宮大将軍町１８常　勤:    2 新規 現存
     －１グランシャリオ四宮１０１ (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
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 127841-0108-9 医療法人育成会うえの〒607-8162 075-595-3226医療法人育成会うえの植野　晋一郎 平10. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科 京都市山科区椥辻草海道町１２タ常　勤:    1歯科　理事長　植野　 組織変更 歯外 現存
     ケナカビル３Ｆ (歯       1)晋一郎 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127941-0111-3 西田矯正歯科 〒607-8009 075-501-5489西田　真 西田　真 平12. 1. 5矯歯 診療所
     京都市山科区安朱北屋敷町４ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128041-0115-4 和田カズト歯科医院 〒607-8028 075-593-5588和田　一人 和田　一人 平12.10. 1歯   小歯 診療所
     京都市山科区四ノ宮岩久保町２８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128141-0118-8 音羽野瀬歯科医院 〒607-8074 075-501-2332野瀬　將洋 野瀬　將洋 平14. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市山科区音羽乙出町１３－７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128241-0119-6 医療法人社団　明水会〒607-8075 075-581-6480医療法人社団　明水会金田　 明 平14. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     　かねだ歯科医院 京都市山科区音羽野田町１５－２常　勤:    6　かねだ歯科医院　理 移転 現存
     (歯       6)事長　金田　 明 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128341-0121-2 医療法人　琢磨会　し〒607-8475 075-582-4618医療法人　琢磨会　し柴田　琢磨 平14. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ばた歯科医院 京都市山科区北花山横田町１６番常　勤:    6ばた歯科医院　理事長 組織変更 歯外 現存
     ２ (歯       6)　柴田　琢磨 平26. 5. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128441-0122-0 たにぐち歯科 〒607-8351 075-593-1234谷口　基亮 谷口　基亮 平14. 6. 1歯   矯歯 診療所
     京都市山科区西野八幡田町２８－常　勤:    1 新規 現存
     １６ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128541-0123-8 ふじしろ歯科医院 〒607-8192 075-582-7020藤代　博巳 藤代　博巳 平14. 8. 1歯   歯外 診療所
     京都市山科区大宅御供田町１８番常　勤:    1 新規 現存
     地 (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128641-0125-3 まさあき歯科 〒607-8441 075-582-3217堀井　昌彰 堀井　昌彰 平15. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都市山科区上野御所ノ内町５－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128741-0127-9 まつい歯科クリニック〒607-8481 075-593-7321松井　玲子 松井　玲子 平16.10. 1歯   小歯 診療所
     京都市山科区北花山中道町１０４常　勤:    1 新規 現存
     －７ (歯       1) 平28.10. 1
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 128841-0128-7 つじ歯科医院 〒607-8348 075-581-6474辻　武司 辻　武司 平16.12. 1歯   診療所
     京都市山科区西野広見町３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128941-0129-5 医療法人　村田歯科医〒607-8258 075-571-2062医療法人　村田歯科医村田　篤彦 平17. 5. 9歯   小歯 診療所
     院 京都市山科区小野西浦３１番地２常　勤:    1院　理事長　村田　篤 移転 現存
     ９ (歯       1)彦 平29. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129041-0130-3 医療法人優誠会　みさ〒607-8416 075-582-3167医療法人　優誠会　理内藤　江里 平17. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     さぎ歯科クリニック 京都市山科区御陵進藤町８番地１常　勤:    2事長　髙寄　典余 組織変更 歯外 現存
     シャトーカズキ１Ｆ (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129141-0131-1 みぞかわ歯科医院 〒607-8035 075-581-0604溝川　豊 溝川　豊 平17.10. 1歯   小歯 診療所
     京都市山科区四ノ宮神田町２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129241-0133-7 寺本歯科医院 〒607-8086 075-581-6073寺本　幸司 寺本　幸司 平18. 8. 9歯   診療所
     京都市山科区竹鼻四丁野町２７－常　勤:    1 交代 現存
     １３ (歯       1) 平24. 8. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129341-0134-5 むねかわ歯科医院 〒607-8432 075-591-1101宗川　勝彦 宗川　勝彦 平19. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市山科区御陵鴨戸町３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129441-0135-2 嶋村歯科医院 〒607-8079 075-593-2025嶋村　寛 嶋村　寛 平20. 1. 1歯   診療所
     京都市山科区音羽前出町１７－１常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129541-0136-0 鈴木歯科医院 〒607-8085 075-581-0561鈴木　貴之 鈴木　貴之 平20. 8. 1歯   診療所
     京都市山科区竹鼻堂ノ前町１５－常　勤:    2 交代 現存
     １９ (歯       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129641-0138-6 くろすみ歯科医院 〒607-8085 075-595-5005黒住　雄大 黒住　雄大 平22.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都市山科区竹鼻堂ノ前町８－１常　勤:    1 新規 現存
     １ヴィオス山科１０１ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129741-0140-2 森歯科医院 〒607-8165 075-591-8817森　悠加 森　悠加 平23. 4. 1歯   診療所
     京都市山科区椥辻平田町１２５番常　勤:    1 交代 現存
     地 (歯       1) 平29. 4. 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   135 頁

 129841-0141-0 みほ矯正歯科医院 〒607-8441 075-748-6880山中　美穂 山中　美穂 平23.12. 1矯歯 歯   診療所
     京都市山科区上野御所ノ内町４－常　勤:    1 新規 現存
     ２　大栄ビル４Ｆ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129941-0142-8 安井歯科医院 〒607-8242 075-592-8322山西　規之 山西　規之 平24. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     京都市山科区勧修寺柴山８－６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130041-0143-6 医療法人かきみ歯科医〒607-8080 075-595-9970医療法人かきみ歯科医垣見　弘士 平24.10. 1歯   小歯 診療所
     院 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町１０常　勤:    1院　理事長　垣見　弘 組織変更 現存
     番地京都山科セントラルビル２０(歯       1)士 平24.10. 1
     ２号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130141-0144-4 なぎ辻デンタルクリニ〒607-8162 075-593-4182矢嶋　鈴子 矢嶋　鈴子 平25. 7. 1歯   診療所
     ック 京都市山科区椥辻草海道町７番地常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130241-0145-1 みかみ歯科医院 〒607-8135 075-581-8419三上　勤 三上　勤 平26. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     京都市山科区大塚野溝町９４－３常　勤:    1 移転 歯外 現存
     　コーポ中村１０４号 (歯       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130341-0147-7 ごとう歯科クリニック〒607-8113 075-584-6480後藤　方通 後藤　方通 平27.11. 1歯   診療所
     京都市山科区小山北溝町３３番１常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130441-0148-5 こやま歯科医院 〒607-8141 075-592-8880小山　綾子 小山　綾子 平28.11. 1歯   小歯 診療所
     京都市山科区東野北井ノ上町２－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130541-0149-3 志賀歯科医院 〒607-8424 075-581-0418志賀　岳 志賀　岳 平29. 3. 1歯   小歯 診療所
     京都市山科区御陵原西町５－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    101-0096-4 京都博愛会病院 〒603-8041 075-781-1131社会福祉法人京都博愛金　盛彦 昭59.11. 1一般       154病院
     (01-6096-4) 京都市北区上賀茂ケシ山一 常　勤:   15会　理事長　冨田　哲 新規 療養        50現存
     (医      15)也 平29.11. 1精神       186
     非常勤:   66 内   消   脳内
     (医      63) 循   呼内 外  
     (歯       3) 呼外 こう 整外
     リハ 精   眼  
     耳い 皮   ひ  
     放   歯   
     消→消内・消外
     、循→循内、こ
     う→肛外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-0506-2 北山武田病院 〒603-8053 075-721-1612医療法人財団　康生会青山　英久 平17. 7. 1一般 病院
     (01-6506-2) 京都市北区上賀茂岩ケ垣内町９９常　勤:    7　理事長　武田　隆司 組織変更     一般    68現存
     番地 (医       6) 平29. 7. 1形外 皮   内  
     (歯       1) 循   消   整外
     非常勤:   72 歯   小歯 歯外
     (医      69) 矯歯 他   
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-0531-0 医療法人　梁山会診療〒603-8331 075-461-1555医療法人　梁山会　理田中　直樹 平21. 5. 1内   神内 精  診療所
     (01-6531-0) 所 京都市北区大将軍西町１６３番地常　勤:    2事長　田中　直樹 移転 リハ 歯   現存
     (医       2) 平27. 5. 1
     非常勤:   11
     (医       9)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-0551-8 紫野協立診療所 〒603-8233 075-431-6171医療法人葵会　理事長北村　勲 平26. 4. 1内   外   歯  診療所
     (01-6551-8) 京都市北区紫野西野町　６０番地常　勤:    5　北村　勲 移転 リハ 現存
     ５ (医       2) 平26. 4. 1
     (歯       3)
     非常勤:   13
     (医      11)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502-0330-5 公益社団法人京都保健〒602-8373 075-462-1510公益社団法人　京都保高木　いづみ 平 3. 7. 1内   小   外  診療所
     (02-6330-5) 会　仁和診療所 京都市上京区仁和寺街道御前西入常　勤:    6健会　理事長　吉中　 新規 皮   リハ 放  現存
     下横町２１７ (医       4)丈志 平30. 7. 1歯   婦   
     (歯       2)
     非常勤:   16
     (医      13)
     (歯       3)
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    602-0473-3 かどのクリニック 〒602-8342 075-461-6976 野　宏佳 野　宏佳 平23. 1. 1外   整外 麻  診療所
     (02-6473-3) 京都市上京区仁和寺街道千本西入常　勤:    2 交代 内   皮   ひ  現存
     五番町１６５ (医       1) 平29. 1. 1放   美外 歯  
     (歯       1) 他   
     非常勤:    5
     (医       3)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    703-0366-7 一般財団法人　京都工〒604-8472 075-802-0131一般財団法人京都工場武田　和夫 平 6. 1. 1内   精   呼内診療所
     (03-6366-7) 場保健会診療所 京都市中京区西ノ京北壺井町６７常　勤:   24保健会　会長　河原　 新規 消   循   整外現存
     (医      24)耕嗣 平30. 1. 1ひ   婦   放  
     非常勤:  110 歯   神内 心内
     (医     109) 他   
     (歯       1) 消内、循内、血
     内、甲状腺内、
     糖尿病内、乳外
     、腎内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    803-0534-0 公益社団法人京都保健〒604-8453 075-822-2777公益社団法人　京都保松原　為人 昭62. 3. 1一般       359病院
     (03-6534-0) 会　京都民医連中央病京都市中京区西ノ京春日町１６－常　勤:   62健会　理事長　吉中　 新規 療養        52現存
     院 １ (医      61)丈志 平29. 3. 1内   循   呼内
     (歯       1) 消   神内 外  
     非常勤:  128 こう 心外 脳外
     (医     128) 呼外 整外 リウ
     小   産婦 皮  
     ひ   眼   リハ
     放   耳い 麻  
     他   病理 臨床
     救命 歯外 
     外科（肛門、消
     化器、乳腺、脊
     椎、関節）基本
     へ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    903-0726-2 医療法人大澤会　大澤〒604-8142 075-211-3651医療法人大澤会　理事大澤　直 平15. 4. 1胃   外   内  診療所
     (03-6726-2) クリニック 京都市中京区錦小路通東洞院東入常　勤:    3長　大澤　直 組織変更 皮   ひ   呼内現存
     西魚屋町６１７番地 (医       2) 平27. 4. 1こう 整外 歯  
     (歯       1) 胃：胃内　こう
     非常勤:    1 ：肛外
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1004-0670-0 医療法人財団康生会　〒600-8231 075-354-7227医療法人財団康生会　武田　貞子 平24. 1.10内   アレ 歯外診療所
     (04-6670-0) 康生会クリニック 京都市下京区油小路通下魚ノ棚下常　勤:    2理事長　武田　隆司 新規 神内 他   現存
     る油小路町２７７番地 (医       1) 平30. 1.10他→糖尿病内科
     (歯       1) 　アレ：小児ア
     非常勤:   18 レルギー科
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1104-0678-3 野城クリニック 〒600-8212 075-354-8112野城　健太 野城　健太 平24.10. 1歯   内   診療所
     (04-6678-3) 京都市下京区東洞院通七条下ル塩常　勤:    2 交代 現存
     小路町５２４番地４パデシオン京(歯       2) 平24.10. 1
     都駅前Ⅱ番館１階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1205-0003-1 公益社団法人京都保健〒601-8015 075-691-7588公益社団法人　京都保山本　勇治 平 5. 7. 1内   歯   こう診療所
     (05-6003-1) 会　九条診療所 京都市南区東九条上御霊町２ 常　勤:    6健会　理事長　吉中　 新規 こう→肛門内科現存
     (医       1)丈志 平29. 7. 1
     (歯       5)
     非常勤:    6
     (医       5)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1306-0183-9 医療法人稲門会　いわ〒606-0017 075-711-2171医療法人稲門会　理事蓑島　豪智 昭58. 4. 1介護        60病院
     (06-6183-9) くら病院 京都市左京区岩倉上蔵町１０１ 常　勤:   20長　岡山　好男 新規 精神       441現存
     (医      20) 平28. 4. 1精   内   歯  
     非常勤:   16
     (医      13)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1406-0291-0 医療法人三幸会　第二〒606-0017 075-791-2137医療法人三幸会　理事福居　義久 昭62. 6.14精神       324病院
     (06-6291-0) 北山病院 京都市左京区岩倉上蔵町１６１ 常　勤:    9長　城守　国斗 新規 精   内   歯  現存
     (医       9) 平29. 6.14
     非常勤:   10
     (医       9)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1506-0507-9 医療法人社団行陵会　〒601-1245 075-744-3121医療法人社団行陵会　垣田　清人 昭63.11. 1一般        31病院
     (06-6507-9) 京都大原記念病院 京都市左京区大原戸寺町３３４番常　勤:   11理事長　児玉　博行 新規 療養       172現存
     地１ (医      11) 平24.11. 1整外 リハ リウ
     非常勤:   30 内   外   神内
     (医      25) 胃   循   皮ひ
     (歯       5) 歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1606-0643-2 公益社団法人信和会　〒606-8226 075-706-6565公益社団法人　信和会北川　善猛 平11.12. 1内   神内 リハ診療所
     (06-6643-2) 京都民医連あすかい診京都市左京区田中飛鳥井町４３番常　勤:    2　理事長　小林　充 新規 歯   現存
     療所 地の７ (医       1) 平29.12. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1707-0031-8 医療法人新生十全会　〒616-8214 075-881-2830医療法人新生十全会　中西　克己 昭59.11. 1精神       629病院
     (07-6031-8) 京都双岡病院 京都市右京区常盤古御所町２ 常　勤:    8理事長　赤木　博 新規 療養        48現存
     (医       8) 平29.11. 1内   精   神内
     非常勤:   72 歯   リハ 放  
     (医      71)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1807-0601-8 医療法人青進会　景山〒615-0003 075-323-6680医療法人　青進会　理景山　精二 平16.10. 1内   神内 消  診療所
     (07-6601-8) 医院 京都市右京区西院西今田町９番地常　勤:    2事長　景山　精二 組織変更 循   呼内 歯  現存
     ５ (医       1) 平28.10. 1消：消内　循：
     (歯       1) 循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1909-0304-5 蘇生会総合病院 〒612-8473 075-621-3101医療法人社団蘇生会　長澤　史朗 昭62. 9.25一般       230病院
     (09-6304-5) 京都市伏見区下鳥羽広長町１０１常　勤:   42理事長　津田　永明 新規 療養        60現存
     番地 (医      40) 平29. 9.25介護        60
     (歯       2) 外   内   整外
     非常勤:   85 婦   脳外 心外
     (医      81) 精   ひ   耳い
     (歯       4) 眼   他   呼内
     皮   消   循  
     アレ 麻   こう
     リウ リハ 神内
     放   歯   歯外
     矯歯 形外 
     他→救急科　消
     内　循内　こう
     →肛門外科　　
     　　　　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2009-0336-7 医療法人医仁会　武田〒601-1495 075-572-6331医療法人医仁会　理事森田　陸司 昭60.12. 1一般       500病院
     (09-6336-7) 総合病院 京都市伏見区石田森南町２８－１常　勤:  121長　武田　隆久 新規 内   神内 呼内現存
     (医     116) 平27.12. 1消   循   小  
     (歯       5) 外   整外 形外
     非常勤:  148 脳外 呼外 心外
     (医     146) 皮   ひ   産婦
     (歯       2) 眼   耳い リハ
     放   麻   歯  
     消→消化器内科
     　循→循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2109-0635-2 医療法人　新生十全会〒601-1423 075-572-0634医療法人　新生十全会赤木　博 平14.11. 1療養       232病院
     (09-6635-2) 　なごみの里病院 京都市伏見区日野西風呂町５番地常　勤:   11　理事長　赤木　博 新規 介護       466療養病床
     (医      11) 平26.11. 1内   神内 リハ現存
     非常勤:   80 放   歯   
     (医      79)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2209-0758-2 医療法人　大岡医院稲〒612-0013 075-642-3387医療法人大岡医院　理大岡　久司 平27. 7. 1耳い アレ 歯  診療所
     (09-6758-2) 荷診療所 京都市伏見区深草祓川町２１番地常　勤:    1事長　大岡　正人 新規 現存
     ファインブルーム伏見稲荷１階 (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       2)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2312-0156-3 宇治市休日急病診療所〒611-0021 0774-39-9430宇治市長　山本　正 門阪　庄三 平 6. 8.12内   小   歯  診療所
     (12-6156-3) 宇治市宇治下居１３－２ 常　勤:    3 新規 現存
     (医       3) 平24. 8.12
     非常勤:  134
     (医      61)
     (歯      73)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2412-0234-8 やましろ健康医療生活〒611-0033 0774-46-5151やましろ健康医療生活河本　一成 平 6. 9. 1内   リハ 神内診療所
     (12-6234-8) 協同組合　あさくら診宇治市大久保町山ノ内１９－１ 常　勤:    4協同組合　理事長　河 新規 放   歯   矯歯現存
     療所 (医       1)本　一成 平24. 9. 1小歯 
     (歯       3)
     非常勤:    8
     (医       7)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2512-0326-2 宇治武田病院 〒611-0021 0774-25-2500武田　隆久 金　郁喆 平19. 4. 1一般       177病院
     (12-6326-2) 宇治市宇治里尻３６－２６ 常　勤:   45 移転 内   神内 消  現存
     (医      41) 平25. 4. 1循   アレ リウ
     (歯       4) 小   外   整外
     非常勤:   70 形外 脳外 皮  
     (医      68) ひ   こう 眼  
     (歯       2) 耳い リハ 放  
     歯   歯外 麻  
     他   呼外 
     消→消内、循→
     循内、こう→肛
     門外科　基本へ
     続く
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2612-0369-2 医療法人徳洲会　宇治〒611-0041 0774-20-1111医療法人徳洲会　理事末吉　敦 平27. 5.31一般       473病院
     (12-6369-2) 徳洲会病院 京都府宇治市槇島町石橋１４５番常　勤:  133長　鈴木　隆夫 移転 内   消   呼内現存
     (医     117) 平27. 5.31呼外 こう 神内
     (歯      16) 小   小外 外  
     非常勤:  115 産婦 放   麻  
     (医     113) リハ 整外 脳外
     (歯       2) 心外 ひ   眼  
     耳い 皮   形外
     歯外 病理 他  
     消→消内外　こ
     う→肛門外科　
     放→放診断科、
     放治療科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2716-0073-1 花ノ木医療福祉センタ〒621-0018 0771-23-0701社会福祉法人花ノ木　寺田　直人 昭54. 3. 1一般 病院
     (16-6073-1) ー 亀岡市大井町小金岐北浦３７－１常　勤:    8理事長　酒井　愛夫 新規     一般   152現存
     (医       8) 平30. 3. 1小   精   内  
     非常勤:   34 神   整外 リハ
     (医      29) 皮   耳い 歯  
     (歯       5) 　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2826-0037-5 医療法人　福知会　も〒620-0879 0773-22-2288医療法人　福知会　理南部　知幸 昭56.11. 1精神       380病院
     (26-6037-5) みじヶ丘病院 福知山市字堀小字大岩谷３３７４常　勤:    5事長　南部　知幸 新規 精   心内 内  現存
     (医       5) 平29.11. 1放   歯   
     非常勤:   16
     (医      13)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2926-0137-3 医療法人翠生会　松本〒620-0856 0773-27-1588医療法人翠生会　理事入海　健一 平元.10. 1一般 病院
     (26-6137-3) 病院 福知山市土師宮町２丁目１７３ 常　勤:    1長　松本　かおる 新規     一般    19現存
     (医       1) 平28.10. 1療養
     非常勤:   10     療養    57
     (医       9) 内   呼内 消  
     (歯       1) 循   神内 脳外
     外   整外 ひ  
     眼   リハ 放  
     歯   歯外 
     消→消化器内科
     、循→循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3026-0231-4 医療法人福冨士会　京〒620-0054 0773-22-3550医療法人福冨士会　理冨士原　正人 平28. 9. 1一般       171病院
     (26-6231-4) 都ルネス病院 京都府福知山市末広町４丁目１３常　勤:   21事長　冨士原　正人 移転 内   呼内 循  現存
     番地 (医      20) 平28. 9. 1消   外   呼外
     (歯       1) 整外 脳外 形外
     非常勤:   55 美外 胸外 皮  
     (医      51) 心外 ひ   眼  
     (歯       4) リハ 放   歯  
     歯外 麻   婦  
     神内 小   他  
     他→内視鏡内科
     、内視鏡外科、
     ペインクリニッ
     ク内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3127-0155-3 市立舞鶴市民病院加佐〒624-0954 0773-82-0031舞鶴市長　多々見　良野中　恒幸 平 7. 4. 1内   神内 呼  診療所
     (27-6155-3) 診療所 舞鶴市字八田９６２ 常　勤:    1三 新規 消   整外 脳外現存
     (医       1) 平28. 4. 1歯   
     非常勤:    5
     (医       4)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3228-0027-2 南山城学園診療所 〒610-0111 0774-52-0425社会福祉法人南山城学鹿野　康治 平 6. 5.15内   精   外  診療所
     (28-6027-2) 城陽市富野狼谷２－１ 常　勤:    2園　理事長　磯　彰格 新規 皮   歯   リハ現存
     (医       2) 平30. 5.15
     非常勤:   11
     (医       4)
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3330-0005-4 一般財団法人長岡記念〒617-0843 075-951-9201一般財団法人長岡記念畑　典男 昭53.11. 1精神       388病院
     (30-6005-4) 財団　長岡病院 長岡京市友岡４丁目１８－１ 常　勤:   16財団長岡病院　理事長 新規 その他      53現存
     (医      16)　中野　種樹 平29.11. 1精   心内 内  
     非常勤:   12 歯   
     (医       9)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3433-0013-2 特定医療法人三青園　〒629-3113 0772-72-5055特定医療法人　三青園瀬古　敬 平 7. 1. 1一般       100病院
     (33-6013-2) 丹後ふるさと病院 京丹後市網野町小浜６７３ 常　勤:    9　理事長　瀬古　敬 新規 療養        60現存
     (医       6) 平28. 1. 1内   神内 胃  
     (歯       3) 循   外   整外
     非常勤:   68 リハ 眼   小  
     (医      64) 婦   耳い リウ
     (歯       4) こう 放   麻  
     歯   歯外 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3533-0014-0 特定医療法人三青園　〒629-3245 0772-74-1301特定医療法人　三青園十倉　正朗 平 7. 1. 1内   外   皮  診療所
     (33-6014-0) たちばな診療所 京丹後市網野町浜詰２６３－１ 常　勤:    1　理事長　瀬古　敬 新規 神内 他   歯  現存
     (医       1) 平28. 1. 1歯外 
     非常勤:   17 他→血液内科
     (医      13)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3633-0035-5 京丹後市国民健康保険〒627-0242 0772-76-0210京丹後市　京丹後市長松田　哲朗 平28. 4. 1内   外   整外診療所
     (33-6035-5) 直営宇川診療所 京都府京丹後市丹後町久僧４１７常　勤:    2　三崎　政直 交代 歯   歯外 現存
     番地 (医       1) 平28. 4. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3734-0028-8 明治国際医療大学附属〒629-0392 0771-72-1221学校法人明治東洋医学苗村　建慈 昭62. 8.20一般       114病院
     (34-6028-8) 病院 南丹市日吉町保野田ヒノ谷６－１常　勤:   14院　理事長　谷口　和 新規 内   外   整外現存
     (医      13)彦 平29. 8.20脳外 ひ   婦  
     (歯       1) 眼   耳い リハ
     非常勤:   33 麻   歯   神内
     (医      33) 皮   呼   消  
     循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3840-0010-3 三菱京都病院 〒615-8087 075-381-2111三菱自動車工業株式会小野　晋司 昭53.11. 1一般 病院
     (40-6010-3) 京都市西京区桂御所町１ 常　勤:   63社京都製作所　所長　 新規     一般   188現存
     (医      59)赤松　儀隆 平29.11. 1内   消   神内
     (歯       4) 呼内 アレ 心外
     非常勤:   79 小   外   ひ  
     (医      76) 整外 皮   産婦
     (歯       3) 眼   耳い 放  
     歯   歯外 麻  
     リハ 病理 脳外
     呼外 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3940-0123-4 医療法人清仁会　洛西〒610-1106 075-331-8778医療法人清仁会　理事石津　恒彦 昭63. 4. 1一般       211病院
     (40-6123-4) シミズ病院 京都市西京区大枝沓掛町１３－１常　勤:   26長　清水　史記 脳外 整外 外  現存
     ０７ (医      26) 平30. 4. 1内   神内 消  
     非常勤:   43 麻   リハ 放  
     (医      41) リウ ひ   皮  
     (歯       2) 婦   循   歯  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4040-0241-4 医療法人　弘正会　西〒615-8231 075-381-5166医療法人　弘正会　理吉岡　豊一 平22. 1. 1一般       199病院
     (40-6241-4) 京都病院 京都市西京区御陵溝浦町２４番地常　勤:   11事長　吉岡　豊一 組織変更 内   外   整外現存
     (医      11) 平28. 1. 1ひ   消   循  
     非常勤:   67 呼内 放   リハ
     (医      66) こう 歯   歯外
     (歯       1) 透析 他   
     こう→肛門外科
     　透析→人工透
     析内科　他→血
     管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4140-0253-9 医療法人清仁会　洛西〒610-1142 075-332-0123医療法人　清仁会　理咲田　雅一 平25. 2. 1一般 病院
     (40-6253-9) ニュータウン病院 京都市西京区大枝東新林町３丁目常　勤:   20事長　清水　史記 組織変更     一般   138現存
     ６番地 (医      19) 平25. 2. 1療養
     (歯       1)     療養    46
     非常勤:   40 内   消   循  
     (医      39) 外   脳外 整外
     (歯       1) リハ 皮   形外
     ひ   眼   耳い
     婦   放   麻  
     歯   神内 他  
     こう 
     消内　循内　他
     →乳腺外科　こ
     う→肛門外科　
     消外
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   4241-0006-9 医療法人十全会　京都〒607-8492 075-771-4196医療法人十全会　理事赤木　厚 昭62.11. 1療養       230病院
     (41-6006-9) 東山老年サナトリウム京都市山科区日ノ岡夷谷町１１ 常　勤:   16長　赤木　厚 新規 介護       600現存
     (医      16) 平29.11. 1精神       657
     非常勤:  131 その他      60
     (医     130) 内   精   リハ
     (歯       1) 放   歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4341-0107-5 医療法人社団洛和会　〒607-8062 075-593-4111医療法人社団洛和会　二宮　清 昭58. 3.21一般       488病院
     (41-6107-5) 洛和会音羽病院 京都市山科区音羽珍事町２ 常　勤:  178理事長　矢野　一郎 新規 精神        60現存
     (医     163) 平28. 3.21内   精   神内
     (歯      15) 消   呼内 呼外
     非常勤:  164 アレ 小   小外
     (医     162) 心内 産婦 外  
     (歯       2) 脳外 整外 リハ
     リウ 眼   耳い
     皮   ひ   心外
     麻   形外 こう
     放   歯   歯外
     矯歯 循   小歯
     救命 病理 他  
     消：消内　消外
     　こう：肛外　
     放：放　放射線
     治療科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4496-0005-5 精華町国民健康保険病〒619-0241 0774-94-2076精華町長　木村　要 稲田　秀郎 昭56.11. 1一般        50病院
     (96-6005-5) 院 相楽郡精華町大字祝園小字砂子田常　勤:    7 新規 内   外   整外現存
     ７ (医       5) 平29.11. 1皮   ひ   歯  
     (歯       2) 小歯 矯歯 歯外
     非常勤:   29 リハ 
     (医      25)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4596-0006-3 京都中部総合医療セン〒629-0197 0771-42-2510国民健康保険南丹病院辰己　哲也 平 2. 8. 1一般       454病院
     (96-6006-3) ター 南丹市八木町八木上野２５ 常　勤:   80組合　管理者　佐々木 新規 結核        10現存
     (医      77)　稔納 平29. 8. 1内   外   整外
     (歯       3) 呼内 小   耳い
     非常勤:   44 眼   産婦 放  
     (医      42) 皮   歯   ひ  
     (歯       2) 精   麻   リウ
     歯外 循   小外
     脳外 心外 呼外
     消   リハ 他  
     病理 脳内 
     内分泌・代謝内
     科、腎内　乳腺
     外科　基本へ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4696-0020-4 京都府立心身障害者福〒610-0113 07745-4-1400京都府　京都府知事　徳永　大作 昭57. 4. 1一般        25病院
     (96-6020-4) 祉センター　附属リハ城陽市大字中小字芦原 常　勤:    7西脇　隆俊 新規 整外 内   精  現存
     ビリテーション病院 (医       6) 平30. 4. 1神内 ひ   リハ
     (歯       1) 歯   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4796-0024-6 京丹後市立久美浜病院〒629-3403 0772-82-1500京丹後市　京丹後市長赤木　重典 平16. 4. 1一般 病院
     (96-6024-6) 京丹後市久美浜町１６１番地 常　勤:   18　三崎　政直 組織変更     一般   110現存
     (医      13) 平28. 4. 1療養
     (歯       5)     療養    60
     非常勤:   16 内   精   小  
     (医      16) 外   整外 皮  
     ひ   眼   耳い
     リハ 心内 歯  
     歯外 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4896-0025-3 京丹後市立弥栄病院 〒627-0111 0772-65-2003京丹後市　京丹後市長小田　洋平 平16. 4. 1一般 病院
     (96-6025-3) 京丹後市弥栄町溝谷３４５２番地常　勤:   15　三崎　政直 組織変更     一般   150現存
     の１ (医      15) 平28. 4. 1療養
     非常勤:   72     療養    50
     (医      71) 内   神内 消  
     (歯       1) 循   小   外  
     整外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   呼内
     リウ 麻   精  
     歯   
     消→消化器内科
     、循→循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4996-0030-3 京都府立医科大学附属〒602-8566 075-251-5111京都府公立大学法人　北脇　城 平20. 4. 1一般       893病院
     (96-6030-3) 病院 京都府京都市上京区河原町通広小常　勤:  302理事長　長尾　真 交代 結核        54現存
     路上る梶井町４６５ (医     297) 平26. 4. 1精神       118
     (歯       5) 内   消   循  
     非常勤:  660 呼   呼外 アレ
     (医     628) リウ 心内 神内
     (歯      32) 精   外   心外
     小外 形外 脳外
     整外 産婦 小  
     眼   皮   ひ  
     耳い リハ 放  
     麻   歯   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5096-0031-1 京都市立病院 〒604-8845 075-311-5311地方独立行政法人京都森本　泰介 平23. 4. 1一般       528病院
     (96-6031-1) 京都市中京区壬生東高田町１番地常　勤:  134市立病院機構　理事長 交代 結核        12現存
     の２ (医     131)　森本　泰介 平29. 4. 1一般（感染）
     (歯       3)              8
     非常勤:   28 内   呼内 消  
     (医      28) 循   神内 精  
     アレ リウ 小  
     外   呼外 脳外
     小外 整外 形外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   病理 臨床
     救命 歯外 麻  
     他   
     消内、循内、腎
     内、血内、内分
     泌内、感染症内
     　基本へ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5196-0036-0 京都府立舞鶴こども療〒625-0052 0773-63-4865京都府　京都府知事　四方　あかね 平28. 4. 1一般        35病院
     (96-6036-0) 育センター 京都府舞鶴市字行永小字永田寺２常　勤:    2西脇　隆俊 移転 小   整外 精  現存
     ４１０番地３７ (医       2) 平28. 4. 1リハ 歯   小外
     非常勤:  103
     (医     102)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5297-0001-2 京都第二赤十字病院 〒602-8026 075-231-5171日本赤十字社京都府支小林　裕 昭50.11. 1一般       672病院
     (97-6001-2) 京都市上京区釜座通丸太町上ル春常　勤:  229部　支部長　山田　啓 新規 内   精   神内現存
     帯町３５５－５ (医     224)二 平29.11. 1消   小   外  
     (歯       5) 整外 形外 脳外
     非常勤:   67 心外 皮   ひ  
     (医      67) 産婦 眼   耳い
     気食 放   麻  
     歯外 循   呼内
     リハ 呼外 他  
     救命 病理 
     他→血液内科、
     糖尿病内分泌・
     腎臓・膠原病内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5397-0003-8 京都第一赤十字病院 〒605-0981 075-561-1121日本赤十字社京都府支池田　栄人 昭47.11. 1一般       662地域支援
     (97-6003-8) 京都市東山区本町十五丁目七四九常　勤:  245部長 新規 結核         4病院
     (医     241) 平29.11. 1内   消   循  現存
     (歯       4) 呼内 ひ   外  
     非常勤:   86 小外 呼外 形外
     (医      86) 心外 整外 脳外
     小   産婦 耳い
     眼   皮   精  
     放   歯外 麻  
     リハ 他   
     消内　循内　放
     →放射線診断科
     、放射線治療科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5497-0005-3 独立行政法人地域医療〒603-8151 075-441-6101独立行政法人地域医療島崎　千尋 平 3.10. 1一般       300病院
     (97-6005-3) 機能推進機構　京都鞍京都市北区小山下総町２７ 常　勤:   53機能推進機構　理事長 新規 内   循   消  現存
     馬口医療センター (医      51)　尾身　茂 平24.10. 1呼内 リウ 小  
     (歯       2) 外   こう 呼外
     非常勤:   41 整外 リハ 皮  
     (医      40) ひ   産婦 眼  
     (歯       1) 耳い 放   麻  
     歯外 他   
     循→循環器内科
     　消→消化器内
     科、消化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5597-0009-5 国家公務員共済組合連〒625-8585 0773-62-2510国家公務員共済組合連布施　春樹 昭62.11. 1一般       300病院
     (97-6009-5) 合会　舞鶴共済病院 舞鶴市字浜１０３５ 常　勤:   38合会　理事長　松元　 新規 内   消   循  現存
     (医      35)崇 平29.11. 1小   外   心外
     (歯       3) 整外 皮   ひ  
     非常勤:   36 産婦 眼   耳い
     (医      35) 歯外 放   麻  
     (歯       1) リハ 他   
     消：消化器内科
     　循：循環器内
     科　他：血液内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5699-0001-8 独立行政法人国立病院〒612-8555 075-641-9161独立行政法人　国立病小西　郁生 昭59. 7. 1一般       600病院
     (99-6001-8) 機構京都医療センター京都市伏見区深草向畑町１－１ 常　勤:  157院機構　理事長　桐野 新規 内   精   神内現存
     (医     155)　髙明 平29. 7. 1呼内 消   循  
     (歯       2) アレ 小   外  
     非常勤:   67 整外 形外 脳外
     (医      65) 呼外 心外 小外
     (歯       2) 皮   ひ   産  
     婦   眼   耳い
     気食 リハ 放  
     麻   小歯 歯外
     他   病理 臨床
     救命 
     基本へ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5799-0004-2 国立大学法人　京都大〒606-8507 075-751-3111京都大学学長　山極　稲垣　暢也 昭61.10. 1一般     1,046病院
     (99-6004-2) 学医学部附属病院 京都市左京区聖護院川原町５４番常　勤:  497壽一 新規 精神        60現存
     地 (医     480) 平28.10. 1結核        15
     (歯      17) 内   精   小  
     非常勤:  564 外   整外 脳外
     (医     538) 皮   ひ   産  
     (歯      26) 婦   眼   耳い
     放   歯外 麻  
     神内 形外 心外
     循   呼外 矯歯
     リハ 病理 他  
     循→循環器内科
     、他→救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5899-0006-7 独立行政法人国立病院〒610-0113 0774-52-0065独立行政法人　国立病宮野前　健 昭59. 7. 1一般       300病院
     (99-6006-7) 機構　南京都病院 城陽市大字中小字芦原１１ 常　勤:   24院機構　理事長　楠岡 新規 結核       100現存
     (医      24)　英雄 平29. 7. 1内   神内 呼  
     非常勤:   19 消   循   小  
     (医      18) 外   整外 呼外
     (歯       1) 皮   耳い リハ
     放   歯   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5999-0007-5 独立行政法人国立病院〒616-8255 075-461-5121独立行政法人　国立病杉山　博 昭56. 7. 1一般       380病院
     (99-6007-5) 機構　宇多野病院 京都市右京区鳴滝音戸山町８ 常　勤:   22院機構　理事長　楠岡 新規 内   精   神内現存
     (医      22)　英雄 平29. 7. 1呼   循   小  
     非常勤:   28 外   整外 脳外
     (医      27) 呼外 ひ   リハ
     (歯       1) 放   麻   歯  
     心内 アレ リウ
     眼   耳い 他  
     消   
     消→消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


