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    101-01389 住友歯科医院 〒590-0012 072-233-7750住友　律夫 住友　律夫 昭35.10. 1歯   診療所
     堺市堺区浅香山町三丁１１番１６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-01439 炭谷歯科医院 〒590-0972 072-232-2192炭谷　淳 炭谷　淳 昭36. 4. 1歯   診療所
     堺市堺区竜神橋町２－１－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-01637 髙木歯科医院 〒590-0023 072-238-0303髙木　広栄 髙木　広栄 昭37. 9. 1歯   診療所
     堺市堺区南三国ケ丘町一丁５番１常　勤:    2 新規 現存
     ４号 (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-01678 宮川歯科診療所 〒590-0015 072-233-7251ミヤガワ　ショウ ミヤガワ　ショウ 昭37. 9. 1歯   診療所
     堺市堺区南田出井町四丁４番６号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-01876 山本歯科診療所 〒590-0005 072-232-3300山本　五郎 山本　五郎 昭39. 6.15歯   診療所
     堺市堺区南清水町１－１－３４ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-02106 野津歯科医院 〒593-8305 072-278-2290野津　眞一郎 野津　眞一郎 昭41. 2. 1歯   診療所
     堺市西区堀上緑町一丁８番６３－常　勤:    1 新規 現存
     １０２号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-02189 高木歯科医院 〒590-0037 072-232-2528高木　正邦 高木　正邦 昭41.12. 1歯   診療所
     堺市堺区北丸保園３－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-02346 真下歯科診療所 〒590-0826 072-241-2935真下　博敏 真下　博敏 昭43. 5. 1歯   診療所
     堺市堺区菅原通一丁１０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-02460 小瀬歯科医院 〒599-8112 072-285-3888小瀬　弘昭 小瀬　弘昭 昭44. 2. 1歯   診療所
     堺市東区日置荘原寺町１０４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-02528 高木歯科医院 〒590-0943 072-238-7977高木　博 高木　博 昭44. 7. 1歯   診療所
     堺市堺区車之町東１丁２－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-02593 西歯科医院 〒590-0809 072-244-2250西　博敏 西　博敏 昭45. 6. 1歯   診療所
     堺市堺区旭ケ丘北町３－４－２７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
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   1201-02684 磯田歯科医院 〒591-8031 072-259-3787磯田　邦三郎 磯田　邦三郎 昭45.12. 1歯   診療所
     堺市北区百舌鳥梅北町四丁２３１常　勤:    1 新規 現存
     －６ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-02742 千才歯科医院 〒590-0101 072-291-2965千才　直良 千才　直良 昭46. 4. 1歯   診療所
     堺市南区宮山台四丁２番６号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-02932 日野歯科医院 〒599-8126 072-235-2353日野　哲雄 日野　哲雄 昭47. 7.10歯   診療所
     堺市東区大美野１２番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-02940 畑﨑歯科医院 〒590-0011 072-238-9743畑﨑　篤 畑崎　篤 昭47. 8. 1歯   診療所
     堺市堺区香ケ丘町三丁３番５号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-03005 緑川歯科医院 〒593-8327 072-263-3378緑川　勉 緑川　勉 昭48. 1. 1歯   診療所
     堺市西区鳳中町三丁６７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-03054 いらは歯科医院 〒590-0111 072-292-4190伊良波　剛 伊良波　剛 昭48. 6. 1歯   小歯 診療所
     堺市南区三原台４－１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801-03260 山田歯科医院 〒590-0141 072-298-6048山田　勉 山田　勉 昭50. 2. 1歯   診療所
     堺市南区桃山台四丁２番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-03369 清水歯科医院 〒592-8334 072-245-3022清水　功造 清水　功造 昭50. 6. 1歯   診療所
     堺市西区浜寺石津町中三丁４番１常　勤:    1 移転 現存
     ９号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001-03377 しのだ歯科医院 〒590-0046 072-233-0170篠田　要児 篠田　要児 昭50. 6. 1歯   診療所
     堺市堺区三条通２番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101-03427 糸川歯科医院 〒590-0024 072-257-1084糸川　和男 糸川　和男 昭50.12. 1歯   診療所
     堺市堺区向陵中町二丁２番１４号常　勤:    1 新規 現存
     湯川家具５階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201-03484 三原歯科医院 〒590-0113 072-292-8600三原　正 三原　正 昭51. 4. 1歯   診療所
     堺市南区晴美台２－３０－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
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   2301-03534 青野歯科医院 〒591-8022 072-286-2234青野　公 青野　公 昭51. 7. 1歯   診療所
     堺市北区金岡町１８２０　白鷺ス常　勤:    1 新規 現存
     カイハイツ１０１号 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-03559 北條歯科医院 〒593-8324 072-274-0811北條　俊司 北條　俊司 昭51. 8. 1歯   診療所
     堺市西区鳳東町３丁３０６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-03567 米田歯科医院 〒590-0028 072-222-7504米田　満 米田　満 昭51.10. 1歯   診療所
     堺市堺区三国ケ丘御幸通８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-03617 仲谷歯科医院 〒590-0812 072-247-1665仲谷　昭男 仲谷　昭男 昭52. 2.10歯   診療所
     堺市堺区霞ケ丘町一丁２－３１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 2.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-03633 水野歯科医院 〒591-8041 072-255-8281水野　周二 水野　周二 昭52. 4. 1歯   診療所
     堺市北区東雲東町一丁４番１０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-03666 のりすえ歯科診療所 〒590-0062 072-232-1851則末　好博 則末　好博 昭52. 4. 1歯   診療所
     堺市堺区北安井町２番２４号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-03930 西尾歯科医院 〒590-0023 072-223-7588西尾　敏生 西尾　敏生 昭53. 9. 1歯   診療所
     堺市堺区南三国ケ丘町三丁４番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-03955 甲田歯科医院 〒592-8349 072-263-6047甲田　博和 甲田　博和 昭53.11. 1歯   診療所
     堺市西区浜寺諏訪森町東二丁１７常　勤:    1 新規 現存
     ６－５ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101-03971 カナタ歯科医院 〒590-0985 072-223-8776金田　克宣 金田　克宣 昭54. 1. 1歯   診療所
     堺市堺区戎島町二丁３０朝日プラ常　勤:    2 新規 現存
     ザ堺ターミナルマンション１０２(歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201-04011 森上歯科 〒590-0117 072-293-6486森上　明夫 森上　明夫 昭54. 4. 1歯   診療所
     堺市南区高倉台１－６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3301-04037 カスヤ歯科医院 〒599-8114 072-285-7788加須屋　雅韶 加須屋　雅韶 昭54. 3. 2歯   診療所
     堺市東区日置荘西町２丁２１番８常　勤:    2 移転 現存
     号 (歯       2) 平30. 3. 2
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401-04052 大曲歯科医院 〒591-8004 072-255-0418大曲　孝治 大曲　孝治 昭54. 6. 1歯   診療所
     堺市北区蔵前町１丁７番１１号　常　勤:    1 新規 現存
     小郷ビル３Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501-04144 浅井歯科医院 〒593-8307 072-274-5454浅井　加雄 浅井　加雄 昭54.11. 1歯   診療所
     堺市西区平岡町２８２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601-04169 富田歯科医院 〒599-8236 072-279-8148富田　康則 富田　康則 昭54.12. 1歯   診療所
     堺市中区深井沢町３１５６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-04250 関根歯科 〒599-8126 072-235-6275関根　秀樹 関根　秀樹 昭55. 3. 1歯   診療所
     堺市東区大美野３２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-04482 吉岡小児歯科医院 〒599-8236 072-277-1184吉岡　陽雄 吉岡　陽雄 昭56. 5. 1歯   小歯 診療所
     堺市中区深井沢町３２８４安田ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル６階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-04524 福田歯科新金岡診療所〒591-8021 072-251-8241福田　二郎 福田　二郎 昭56. 5. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区新金岡町５－３－２０１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-04532 井庭歯科医院 〒593-8312 072-271-1130井庭　規一 井庭　規一 昭56. 4. 1歯   診療所
     堺市西区草部１６０－３ 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-04557 バンドウ歯科 〒591-8004 072-255-4433坂東　祥三郎 坂東　祥三郎 昭56. 7. 1歯   診療所
     堺市北区蔵前町１－１－３クラマ常　勤:    1 新規 現存
     エハイツ１階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201-04565 賴歯科診療所 〒590-0144 072-298-3001賴　博雄 賴　博雄 昭56. 7. 1歯   診療所
     堺市南区赤坂台五丁６番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4301-04599 ほしの歯科 〒599-8114 072-285-1858太原　和美 太原　和美 昭56. 8. 1歯   診療所
     堺市東区日置荘西町四丁３６番４常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-04623 稲本歯科医院 〒591-8021 072-254-1116稲本　恵哉 稲本　恵哉 昭56. 7. 1歯   診療所
     堺市北区新金岡町五丁４番５９号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501-04649 溝内歯科医院 〒590-0115 072-292-8241溝内　正博 溝内　正博 昭56. 9. 1歯   診療所
     堺市南区茶山台三丁３９番１０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601-04722 岡田歯科医院 〒590-0932 072-232-1969岡田　弘隆 岡田　弘隆 昭57. 2. 1歯   小歯 診療所
     堺市堺区錦之町東１－２－２１ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701-04730 オトダ歯科クリニック〒599-8123 072-235-5248音田　隆介 音田　隆介 昭57. 4. 1歯   診療所
     堺市東区北野田１７６－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801-04763 さご歯科医院 〒599-8273 072-278-4187佐護　正明 佐護　正明 昭57. 4. 1歯   診療所
     堺市中区深井清水町１４５９－３常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901-04797 大島歯科 〒599-8126 072-234-3533大島　淳子 大島　淳子 昭57. 6. 1歯   診療所
     堺市東区大美野９６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-04813 岡本歯科医院 〒599-8273 072-270-0012岡本　博一 岡本　博一 昭57. 7. 1歯   診療所
     堺市中区深井清水町３２８２番地常　勤:    1 新規 現存
     尾崎ビル２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101-04839 日浦歯科医院 〒593-8328 072-265-5225日浦　新次 日浦　新次 昭57. 8. 1歯   診療所
     堺市西区鳳北町１０－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201-04870 酒井歯科医院 〒590-0117 072-292-6454酒井　正道 酒井　正道 昭57.11. 1歯   診療所
     堺市南区高倉台四丁１５番１０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5301-04912 塩野歯科医院 〒590-0953 072-232-1182塩野　昌光 塩野　昌光 昭58. 1. 1歯   診療所
     堺市堺区甲斐町東四丁２－１６ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-04938 堀内歯科医院 〒593-8326 072-265-3460堀内　賢蔵 堀内　賢蔵 昭58. 4. 1歯   診療所
     堺市西区鳳西町１丁７５番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501-04946 星野歯科 〒590-0134 072-297-3336星野　泰之 星野　泰之 昭58. 4. 1歯   小歯 診療所
     堺市南区御池台二丁２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601-04953 山田歯科医院 〒592-8344 072-262-3333山田　雄 山田　雄 昭58. 4. 1歯   診療所
     堺市西区浜寺南町三丁７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701-04979 坂口歯科医院 〒599-8126 072-235-6811坂口　正文 坂口　正文 昭58. 4. 1歯   診療所
     堺市東区大美野８－１２　岸本ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801-04987 坂本歯科医院 〒590-0138 072-299-9811坂本　龍夫 坂本　龍夫 昭58. 4. 1歯   診療所
     堺市南区鴨谷台一丁４６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901-04995 望月歯科医院 〒590-0836 072-245-0881望月　文雄 望月　文雄 昭58. 4. 1歯   診療所
     堺市堺区楠町三丁１番２３号プレ常　勤:    1 新規 現存
     ジール堺 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001-05000 河辺歯科医院 〒591-8037 072-252-0541河辺　博幸 河辺　博幸 昭58. 3. 9歯   診療所
     堺市北区百舌鳥赤畑町四丁２５１常　勤:    2 継承 現存
     番 (歯       2) 平28. 3. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101-05018 藤田歯科 〒590-0137 072-299-8148藤田　登 藤田　登 昭58. 5. 1歯   診療所
     堺市南区城山台一丁８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201-05059 井上歯科 〒592-8345 072-265-5314井上　エツ子 井上　エツ子 昭58. 6. 1歯   診療所
     堺市西区浜寺昭和町二丁１８２番常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6301-05117 阿部歯科医院 〒599-8114 072-285-0011阿部　克生 阿部　克生 昭58. 7. 1歯   矯歯 歯外診療所
     堺市東区日置荘西町一丁２１番１常　勤:    1 移転 現存
     ４号 (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401-05125 池田歯科医院 〒599-8241 072-235-6288池田　晴彦 池田　晴彦 昭58. 9. 1歯   診療所
     堺市中区福田５４５番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501-05133 本城歯科医院 〒593-8324 072-272-4618本城　至博 本城　至博 昭58. 9. 1歯   診療所
     堺市西区鳳東町四丁４０８番地１常　勤:    1 新規 現存
     鳳ロイヤルビル２階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601-05182 江原歯科診療所 〒593-8324 072-272-4664江原　豊 江原　豊 昭59. 1. 1歯   小歯 診療所
     堺市西区鳳東町七丁７３３番地お常　勤:    1 新規 現存
     おとりウイングス２階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701-05190 岡本歯科医院 〒590-0076 072-232-4035犬伏　幸代 犬伏　幸代 昭59. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     堺市堺区北瓦町二丁４番１２号 常　勤:    3 継承 現存
     (歯       3) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801-05224 沢田歯科 〒599-8126 072-235-6480沢田　正仁 沢田　正仁 昭59. 5. 1歯   小歯 診療所
     堺市東区大美野１５７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901-05257 せきや歯科医院 〒599-8236 072-279-0505関谷　光太郎 関谷　光太郎 昭59. 6. 1歯   診療所
     堺市中区深井沢町３１４２霜野ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001-05331 渡辺歯科 〒590-0102 072-237-9151渡辺　浩一 渡辺　浩一 昭59.11. 1歯   小歯 診療所
     堺市南区和田東３２４番地の６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101-05349 西本歯科医院 〒593-8307 072-272-1481西本　卓夫 西本　卓夫 昭59.12. 1歯   診療所
     堺市西区平岡町１８１番地の１０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201-05356 浜田歯科医院 〒599-8123 072-234-1357濱田　守 濱田　守 昭59.12. 1歯   診療所
     堺市東区北野田１３番地の１９ 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     8 頁

   7301-05380 松本歯科医院 〒599-8236 072-277-8811松本　好司 松本　好司 昭60. 3. 1歯   診療所
     堺市中区深井沢町３２９０深井プ常　勤:    1 新規 現存
     ラザＣ－７ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401-05414 木本歯科医院 〒599-8241 072-237-1188木本　吉哉 木本　吉哉 昭60. 5. 1歯   診療所
     堺市中区福田４６４番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501-05513 歯科三木クリニック 〒590-0064 072-232-2796三木　慶彦 三木　慶彦 昭60.11. 1歯   診療所
     堺市堺区南安井町六丁１番４号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601-05539 坂口歯科診療所 〒590-0951 072-238-1181坂口　勝 坂口　勝 昭61. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     堺市堺区市之町西二丁２番８号コ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ーポ幸１階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701-05547 松村歯科 〒593-8322 072-273-1955松村　勲 松村　勲 昭61. 1. 1歯   診療所
     堺市西区津久野町一丁１４番１０常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801-05562 岡坂歯科医院 〒591-8044 072-252-0287岡坂　元之 岡坂　元之 昭61. 1.20歯   診療所
     堺市北区中長尾町三丁目１番２１常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平28. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901-05570 片之坂歯科医院 〒591-8033 072-255-6480片之坂　克彦 片之坂　克彦 昭61. 4. 1歯   診療所
     堺市北区百舌鳥西之町三丁５２９常　勤:    1 新規 現存
     番地アクティ中モズビル２階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001-05596 谷﨑歯科医院 〒592-8342 072-262-0606谷﨑　幸司 谷崎　幸司 昭61. 5. 1歯   診療所
     堺市西区浜寺船尾町西３－６０マ常　勤:    1 新規 現存
     ンションサンパティック１階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101-05620 医療法人育歯会　三谷〒593-8301 072-278-0565医療法人育歯会　理事三谷　徹 昭61. 4. 1歯   診療所
     歯科 堺市西区上野芝町二丁６番３８号常　勤:    3長　三谷　徹 組織変更 現存
     (歯       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201-05711 上田歯科 〒590-0906 072-227-6007上田　隆弘 上田　隆弘 昭62. 2. 1歯   診療所
     堺市堺区三宝町五丁２８９番地の常　勤:    1 新規 現存
     ４６ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301-05810 中野歯科医院 〒590-0141 072-293-7008中野　厚志 中野　厚志 昭62. 7. 1歯   小歯 診療所
     堺市南区桃山台一丁２０番９号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
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   8401-05836 岡田歯科 〒590-0111 072-292-6480岡田　健治 岡田　健治 昭62. 8. 1歯   診療所
     堺市南区三原台一丁７番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501-05877 くまもと歯科医院 〒591-8021 072-251-5050熊本　淳 熊本　淳 昭62. 9. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区新金岡町二丁５番１－１常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601-05893 竹内歯科医院 〒590-0967 072-232-5445竹内　康正 竹内　康正 昭62.11. 1歯   診療所
     堺市堺区南半町西二丁２番１０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701-05919 松本歯科医院 〒590-0114 0722-96-1255松本　喜裕 松本　喜裕 昭62.12. 1歯   小歯 診療所
     堺市南区槇塚台三丁２番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801-05943 川上歯科医院 〒591-8006 072-251-1188川上　朗 川上　朗 昭57. 4. 1歯   診療所
     堺市北区宮本町４－３奥野ビル２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901-05984 池崎歯科 〒599-8126 072-234-1223池崎　育男 池崎　育男 昭63. 6. 1歯   診療所
     堺市東区大美野７３－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001-05992 戸田歯科医院 〒590-0072 072-228-3570戸田　肇 戸田　肇 昭63. 6. 1歯   診療所
     堺市堺区中向陽町２－１－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101-06008 清水歯科医院 〒599-8253 072-237-1245清水　浩 清水　浩 昭63. 6. 1歯   診療所
     堺市中区深阪６丁１９番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201-06016 谷田歯科医院 〒592-8348 072-264-5408出海　満男 出海　満男 昭63. 6. 1歯   診療所
     堺市西区浜寺諏訪森町中３－２４常　勤:    1 新規 現存
     ４－１ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301-06024 のばた矯正歯科診療所〒590-0138 072-297-3748農端　俊博 農端　俊博 昭63. 6. 1矯歯 診療所
     堺市南区鴨谷台２－１－３　光明常　勤:    1 新規 現存
     池アクト３Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401-06032 中西歯科医院 〒599-8261 072-278-6444中西　時彦 中西　時彦 昭63. 7. 1歯   診療所
     堺市中区堀上町１５１番地の４北常　勤:    1 新規 現存
     野ビル１階 (歯       1) 平24. 7. 1
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   9501-06057 小山歯科 〒591-8002 072-254-1180小山　公一 小山　公一 昭63. 7. 1歯   診療所
     堺市北区北花田町３－１７レジデ常　勤:    1 新規 現存
     ンス北花田２０１ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601-06073 かんの歯科医院 〒593-8322 072-272-1236貫野　亨 貫野　亨 昭63. 8. 1歯   小歯 診療所
     堺市西区津久野町１丁９番２３号常　勤:    1 新規 現存
     　日宏ビル２Ｆ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701-06131 田守歯科医院 〒599-8114 072-285-0704田守　研吾 田守　研吾 昭63. 8. 1歯   診療所
     堺市東区日置荘西町２丁２２番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801-06156 医療法人　時和会　ク〒593-8322 072-271-0018医療法人時和会　理事呉本　勝基 昭63. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     レモト歯科診療所 堺市西区津久野町二丁３番８号 常　勤:    3長　呉本　勝隆 新規 現存
     (歯       3) 平24. 8. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901-06172 片岡歯科 〒590-0930 072-232-4197片岡　富子 片岡　ゆかり 昭63.11. 1歯   小歯 診療所
     堺市堺区柳之町西一丁１番１９号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001-06230 小出歯科医院 〒590-0137 072-298-0118小出　雅彦 小出　雅彦 昭64. 1. 1歯   診療所
     堺市南区城山台三丁３－２ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101-06297 たるい歯科医院 〒599-8125 072-235-2134樽井　邦博 樽井　邦博 平元. 4. 1歯   診療所
     堺市東区西野３８６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201-06321 万代歯科医院 〒591-8025 072-253-8241万代　安弘 万代　安弘 平元. 7. 1歯   診療所
     堺市北区長曾根町３０４６番地７常　勤:    1 新規 現存
     メゾンドール中百舌鳥１階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301-06339 医療法人　湯川歯科医〒593-8322 072-274-6474医療法人　湯川歯科医足立　安弘 平元. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 堺市西区津久野町一丁４番７号 常　勤:    3院　理事長　湯川　正 矯歯 現存
     (歯       3)賴 平28. 8. 1
     非常勤:   12
     (歯      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401-06347 医療法人　井上歯科医〒590-0133 072-297-6565医療法人　理事長　井井上　憲一 平元. 7. 1歯   歯外 診療所
     院 堺市南区庭代台四丁２６番１９号常　勤:    1上　憲一 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
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  10501-06362 医療法人　奥田歯科医〒591-8023 072-257-5077医療法人　奥田歯科医奥田　謙一 平元. 7. 1歯   診療所
     院 堺市北区中百舌鳥町五丁７２９番常　勤:    1院　理事長　奥田　謙 組織変更 現存
     地 (歯       1)一 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601-06370 医療法人　梅香路歯科〒590-0105 072-293-1722医療法人　梅香路歯科梅香路　英俊 平元. 7. 1歯   診療所
     堺市南区竹城台二丁５番８号 常　勤:    2　理事長　梅香路　英 組織変更 現存
     (歯       2)俊 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701-06388 医療法人　梅香路正歯〒591-8032 072-257-0507医療法人　梅香路正歯梅香路　正 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     科医院 堺市北区百舌鳥梅町三丁４５番地常　勤:    1科医院　理事長　梅香 組織変更 現存
     の８ (歯       1)路　正 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801-06438 筒井歯科 〒590-0117 072-291-7870筒井　 子 筒井　 子 平元.11. 1歯   診療所
     堺市南区高倉台三丁８番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901-06453 平野歯科医院 〒590-0961 072-232-6453平野　権栄 平野　権栄 平元.12. 1歯   診療所
     堺市堺区寺地町西二丁２番１４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001-06461 井川歯科医院 〒590-0937 072-229-7717井川　通 井川　通 平元.11. 1歯   診療所
     堺市堺区宿屋町西一丁２番２２号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101-06479 古川歯科医院 〒590-0906 072-227-5454古川　秀明 古川　秀明 平 2. 2. 1歯   診療所
     堺市堺区三宝町４－２５４－１オ常　勤:    1 新規 現存
     ーエフシービル２階 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201-06487 福田歯科医院 〒590-0963 072-221-7754福田　宏 福田　宏 平 2. 1. 1歯   診療所
     堺市堺区少林寺町東二丁１番２１常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301-06495 石田歯科医院 〒591-8037 072-252-0912石田　忠敬 石田　忠敬 平 2. 1. 1歯   診療所
     堺市北区百舌鳥赤畑町五丁３６３常　勤:    1 継承 現存
     番地 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401-06511 医療法人正歯会　竹村〒590-0141 072-298-6474医療法人　正歯会　竹竹村　味紗 平 2. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 堺市南区桃山台三丁４番１号 常　勤:    4村歯科　理事長　竹村 組織変更 矯歯 現存
     (歯       4)　味紗 平29. 1. 1
     非常勤:   19
     (歯      19)
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  11501-06545 堺市口腔保健センター〒590-0801 072-243-1904一般社団法人堺市歯科中西　時彦 平 2. 4. 1歯   診療所
     附属障害者歯科診療所堺市堺区大仙中町１８番３号 常　勤:    1医師会　会長　中西　 新規 現存
     (歯       1)時彦 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601-06552 堺市口腔保健センター〒590-0801 072-243-0099一般社団法人堺市歯科田中　一弘 平 2. 4. 1歯   診療所
     附属休日急病歯科診療堺市堺区大仙中町１８番３号 常　勤:    2医師会　会長　中西　 新規 現存
     所 (歯       2)時彦 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701-06578 中川歯科医院 〒599-8114 072-285-0708中川　宏 中川　宏 平 2. 4. 3歯   診療所
     堺市東区日置荘西町二丁３番１８常　勤:    3 現存
     号 (歯       3) 平29. 4. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801-06586 山本歯科医院 〒599-8103 072-287-0808山本　覚 山本　覚 平 2. 6. 1歯   小歯 診療所
     堺市東区菩提町四丁１３３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901-06610 ヤマダ歯科診療所 〒593-8303 072-270-0502山田　昭治 山田　昭治 平 2. 5. 1歯   診療所
     堺市西区上野芝向ケ丘町二丁６番常　勤:    1 移転 現存
     ５号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001-06651 三宅歯科医院 〒591-8025 072-255-8148三宅　隆之 三宅　隆之 平 2. 7. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区長曾根町１２１３番地の常　勤:    2 継承 現存
     ５長曾根ホワイトコーポ１階 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101-06669 医療法人芳明会　香川〒593-8311 072-273-4180医療法人芳明会　理事藤井　章誠 平 2. 7. 1歯   小歯 診療所
     上歯科医院 堺市西区上５５６－３ 常　勤:    1長　香川　芳江 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201-06685 八百歯科医院 〒590-0024 072-258-6269八百　正浩 八百　正浩 平 2. 9. 1歯   診療所
     堺市堺区向陵中町五丁３番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301-06693 山口歯科医院 〒590-0025 072-252-8260山口　隆史 山口　隆史 平 2. 9. 1歯   小歯 診療所
     堺市堺区向陵東町二丁７番１０号常　勤:    1 新規 現存
     保田レジデンス１階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401-06750 うえだ歯科 〒599-8235 072-278-6480植田　吾朗 植田　吾朗 平 3. 1. 1歯   小歯 診療所
     堺市中区深井東町２７６０番地の常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12501-06784 榊原歯科医院 〒590-0018 072-228-6600榊原　肇 榊原　肇 平 3. 2. 1歯   小歯 診療所
     堺市堺区今池町６丁２番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601-06792 松本歯科医院 〒590-0805 072-241-8148松本　良造 松本　良造 平 3. 3. 1歯   診療所
     堺市堺区緑ケ丘中町３－２－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701-06818 伊勢歯科医院 〒599-8121 072-234-3040伊勢　和史 伊勢　和史 平 3. 4. 1歯   診療所
     堺市東区高松２６３－５５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801-06834 鶴田歯科医院 〒599-8112 072-287-6480鶴田　慎一 鶴田　慎一 平 3. 4. 1歯   診療所
     堺市東区日置荘原寺町１８５－５常　勤:    1 新規 現存
     ８カサ・デル・ソーレ　１Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901-06842 久保歯科クリニック 〒591-8011 072-251-2041久保　浩一郎 久保　浩一郎 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区南花田町８１ウッズアー常　勤:    1 新規 現存
     バンビル２Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001-06917 西尾歯科医院 〒599-8247 072-234-8846西尾　公一 西尾　公一 平 3. 5. 1歯   診療所
     堺市中区東山７２２番地の３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101-06941 医療法人　谷歯科医院〒591-8007 072-253-4180医療法人谷歯科医院　谷　佳憲 平 3. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     堺市北区奥本町１－１５ 常　勤:    1理事長　谷　佳憲 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201-06982 杉本仁歯科 〒591-8044 072-259-4618杉本　仁 杉本　仁 平 3.12. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区中長尾町一丁８番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301-07048 美馬歯科医院 〒590-0134 072-296-3438美馬　功昌 美馬　功昌 平 4. 1. 1歯   小歯 診療所
     堺市南区御池台一丁２番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401-07063 医療法人清澄会　堀野〒590-0829 072-241-3307医療法人清澄会　理事堀野　慎也 平 4. 1. 1歯   診療所
     歯科東湊診療所 堺市堺区東湊町五丁３１６番地 常　勤:    1長　堀野　惠三 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13501-07071 医療法人清澄会　堀野〒590-0906 072-227-1833医療法人清澄会　理事堀野　恵三 平 4. 1. 1歯   診療所
     歯科七道診療所 堺市堺区三宝町一丁２０番地辻ビ常　勤:    1長　堀野　惠三 組織変更 現存
     ル２階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601-07097 医療法人　いわた歯科〒599-8271 072-277-8241医療法人いわた歯科医岩田　司 平 4. 1. 1歯   小歯 診療所
     医院 堺市中区深井北町８番地の４ 常　勤:    1院　理事長　岩田　司 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701-07121 たけべ歯科医院 〒591-8022 072-250-0648武部　豊 武部　豊 平 4. 3. 1歯   診療所
     堺市北区金岡町２２１６番地の４常　勤:    1 新規 現存
     田中ビル１階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801-07238 医療法人　井上歯科医〒590-0834 072-245-6480医療法人井上歯科医院井上　優 平 4. 7. 1歯   診療所
     院 堺市堺区出島町四丁６番４号 常　勤:    1　理事長　井上　優 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901-07246 医療法人　西村歯科 〒590-0133 072-293-7300医療法人西村歯科　理西村　弘二 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     堺市南区庭代台一丁３６番９号 常　勤:    1事長　西村　弘二 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001-07287 住友歯科医院 〒591-8004 072-250-3117住友　敏彦 住友　敏彦 平 4.10. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区蔵前町３丁２番８号サン常　勤:    1 新規 現存
     ロード蔵前１０４ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101-07311 津田歯科医院 〒590-0117 072-296-1669津田　高司 津田　高司 平 4.11. 1歯   歯外 診療所
     堺市南区高倉台二丁４８番１２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201-07360 医療法人　西村歯科一〒590-0048 072-232-5015医療法人西村歯科　理馬場　信行 平 5. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     条分院 堺市堺区一条通１１番２１号河十常　勤:    2事長　西村　眞 新規 現存
     ビル２階 (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301-07394 医療法人　広畑歯科 〒592-8334 072-247-2223医療法人広畑歯科　理廣畑　顕一 平 5. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     堺市西区浜寺石津町中三丁１３番常　勤:    4事長　 畑　顕一 移転 現存
     ２４号 (歯       4) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401-07402 西辻歯科クリニック 〒599-8238 072-234-8249西辻　伸夫 西辻　伸夫 平 5. 8. 1歯   診療所
     堺市中区土師町５丁６番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501-07428 髙麗歯科 〒591-8008 072-251-1801髙麗　勝啓 髙麗　勝啓 平 5. 8. 1歯   診療所
     堺市北区東浅香山町三丁２１番３常　勤:    1 移転 現存
     ４号 (歯       1) 平29. 8. 1
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  14601-07469 吉田歯科クリニック 〒599-8125 072-239-6474吉田　剛 吉田　剛 平 5.12. 1歯   小歯 診療所
     堺市東区西野１０４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701-07493 小林歯科医院 〒591-8023 072-250-0895小林　康隆 小林　康隆 平 6. 2. 1歯   診療所
     堺市北区中百舌鳥町五丁２１番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801-07519 村上歯科医院 〒599-8103 072-285-3040村上　博一 村上　博一 平 6. 4. 1歯   診療所
     堺市東区菩提町５－１８５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901-07527 小滝歯科医院 〒599-8265 072-277-1164小滝　典寿 小滝　典寿 平 6. 4. 1歯   診療所
     堺市中区八田西町３－１１－５２常　勤:    1 新規 現存
     ファミールコーポ１階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001-07535 平山歯科医院 〒599-8245 072-237-8200平山　雅一 平山　雅一 平 6. 3. 1歯   診療所
     堺市中区辻之１３９８－７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101-07550 中村歯科医院 〒592-8343 072-265-6868中村　正昭 中村　正昭 平 6. 5. 1歯   診療所
     堺市西区浜寺元町５－５１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201-07584 にしかわ歯科 〒590-0105 072-292-2580西川　豊和 西川　豊和 平 6. 7. 1歯   診療所
     堺市南区竹城台４－１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301-07592 幸前歯科 〒590-0101 072-291-6421幸前　達朗 幸前　達朗 平 6. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市南区宮山台３－１－１５堺宮常　勤:    1 新規 現存
     山台センタービル２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401-07626 吉田歯科医院 〒591-8002 072-253-8468吉田　信慶 吉田　信慶 平 6. 6. 1歯   診療所
     堺市北区北花田町３－２６－５　常　勤:    1 移転 現存
     カナート浅香１階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501-07642 ほった歯科 〒599-8236 072-278-1118堀田　昇 堀田　昇 平 6. 9. 1歯   小歯 診療所
     堺市中区深井沢町３３９１番地の常　勤:    3 新規 現存
     ２カサ・デ・ソル１階 (歯       3) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  15601-07683 あずま歯科医院 〒590-0945 072-224-2418東　昭平 東　昭平 平 6.10. 1歯   診療所
     堺市堺区戎之町東三丁１番４号堺常　勤:    1 新規 現存
     建設業会館ビル１階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701-07691 中野歯科医院 〒591-8043 072-252-1931中野　和則 中野　和則 平 6. 9.16歯   診療所
     堺市北区北長尾町一丁４番１２号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平24. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801-07709 西村歯科診療所 〒593-8322 072-271-6480西村　元秀 西村　元秀 平 6.12. 1歯   診療所
     堺市西区津久野町一丁４番２８号常　勤:    1 新規 現存
     グリッドハウス津久野２階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901-07717 山本歯科医院 〒590-0941 072-232-1051山本　通夫 山本　通夫 平 6.12. 1歯   診療所
     堺市堺区材木町西一丁１－２４ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001-07741 いくら歯科 〒599-8111 072-287-5233以倉　完悦 以倉　完悦 平 7. 3. 1歯   診療所
     堺市東区日置荘北町三丁１５番２常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101-07774 西田歯科 〒590-0157 072-275-0608西田　光伸 西田　光伸 平 7. 5. 1歯   小歯 診療所
     堺市南区高尾三丁３２９８番地の常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201-07782 安川歯科 〒593-8324 072-273-8266安川　寿男 安川　寿男 平 7. 5. 1歯   診療所
     堺市西区鳳東町二丁１６９番地の常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301-07790 もり歯科医院 〒599-8236 072-270-0733森　潤一 森　潤一 平 7. 5. 1歯   小歯 診療所
     堺市中区深井沢町３３２５番１ロ常　勤:    1 新規 現存
     イヤルハイツ深井沢１階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401-07808 堀歯科医院 〒590-0054 072-238-7282堀　義直 堀　義直 平 7. 4. 1歯   診療所
     堺市堺区京町通４番２１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501-07824 コヤマ歯科クリニック〒590-0016 072-224-5696小山　徹 小山　徹 平 7. 6. 1歯   診療所
     堺市堺区中田出井町三丁３番４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601-07865 石川歯科 〒593-8328 072-265-8241石川　毅 石川　毅 平 7. 9. 1歯   診療所
     堺市西区鳳北町二丁３７番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
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  16701-07881 瀬川歯科医院 〒599-8126 072-236-8250瀬川　晟 瀬川　晟 平 7. 8. 1歯   診療所
     堺市東区大美野３３番地の８ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801-07915 医療法人　河田歯科 〒590-0971 072-223-1770医療法人河田歯科　理河田　賢治 平 8. 1. 1歯   小歯 診療所
     堺市堺区栄橋町一丁７番７号中ビ常　勤:    2事長　河田　賢治 組織変更 現存
     ルディング２階 (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901-07956 中歯科 〒591-8043 072-251-6253中　悟司 中　悟司 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区北長尾町二丁５番２２号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001-07972 藤村歯科 〒599-8234 072-234-8586藤村　正美 藤村　正美 平 8. 6. 1歯   小歯 診療所
     堺市中区土塔町３０７２番地の５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101-08087 たけとし歯科医院 〒593-8307 072-273-8680竹歳　眞人 竹歳　眞人 平 8.12. 1歯   小歯 診療所
     堺市西区平岡町２８０番地の１５常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201-08111 宮本歯科医院 〒592-8341 072-266-3918宮本　吉博 宮本　吉博 平 9. 1. 1歯   診療所
     堺市西区浜寺船尾町東三丁４６７常　勤:    1 移転 現存
     番地 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301-08129 まつき歯科医院 〒599-8123 072-235-8241松木　俊文 松木　俊文 平 9. 3. 1歯   小歯 診療所
     堺市東区北野田４８番地の４北野常　勤:    1 新規 現存
     田ビル２階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401-08145 よしだ歯科 〒593-8303 072-277-6480吉田　久隆 吉田　久隆 平 9. 4. 1歯   診療所
     堺市西区上野芝向ケ丘町６丁１番常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501-08160 むろや歯科医院 〒599-8238 072-278-9990室矢　康行 室矢　康行 平 9. 4. 1歯   診療所
     堺市中区土師町３－２－１３クリ常　勤:    1 新規 現存
     スティコート・中百舌鳥１階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601-08178 野口歯科医院 〒591-8011 072-253-1722野口　勝司 野口　勝司 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区南花田町２２８番地の１常　勤:    1 新規 現存
     ２シティオ南花田２Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17701-08210 医療法人五月会　香川〒591-8022 072-253-8263医療法人五月会　理事福田　やよい 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     金岡歯科医院 堺市北区金岡町５３８－５　明芳常　勤:    2長　香川　芳江 移転 現存
     ビル１階 (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801-08236 医療法人　アダチ歯科〒599-8246 072-235-1206医療法人　アダチ歯科足立　憲治 平 9. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     医院 堺市中区田園１０６６番地の１３常　勤:    1医院　理事長　足立　 移転 現存
     メディカルドームアダチ３階 (歯       1)憲治 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901-08269 本山歯科医院 〒590-0117 072-292-6300本山　浩司 本山　浩司 平 9. 6. 1歯   診療所
     堺市南区高倉台二丁３１番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001-08301 医療法人　西川歯科 〒599-8127 072-236-4618医療法人西川歯科　理西川　和宏 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     堺市東区草尾３２９番地１グラン常　勤:    1事長　西川　和宏 組織変更 現存
     ドアーバー２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101-08319 医療法人　青葉グリー〒592-8334 072-244-7780医療法人　青葉グリー木下　範彦 平 9. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ン歯科 堺市西区浜寺石津町中二丁８番１常　勤:    2ン歯科　理事長　木下 組織変更 現存
     ６号　鈴木マンション１階 (歯       2)　範彦 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201-08400 ヤオ歯科医院 〒590-0002 072-228-1535八百　正典 八百　正典 平 9.12. 1歯   診療所
     堺市堺区砂道町一丁７番２２号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301-08434 医療法人　田中歯科医〒590-0115 072-297-4618医療法人田中歯科医院田中　茂夫 平10. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 堺市南区茶山台三丁３３番１６号常　勤:    3　理事長　田中　茂夫 組織変更 現存
     (歯       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401-08442 医療法人　センヤ歯科〒590-0952 072-221-2008医療法人センヤ歯科医泉谷　祐紀員 平10. 2. 1歯   診療所
     医院 堺市堺区市之町東二丁１番２０号常　勤:    1院　理事長　泉谷　祐 移転 療養病床
     (歯       1)紀員 平28. 2. 1 現存
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501-08459 医療法人　ほてい矯正〒599-8122 072-237-3739医療法人ほてい矯正歯布袋　善久 平10. 3. 1歯   矯歯 診療所
     歯科クリニック 堺市東区丈六１７４番地の６ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (歯       1)　布袋　善久 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18601-08491 吉村歯科医院 〒590-0144 072-298-1888吉村　良一 吉村　良一 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     堺市南区赤坂台三丁１０番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701-08509 宮川歯科医院 〒592-8346 072-261-7579宮川　和人 宮川　和人 平10. 7. 1歯   診療所
     堺市西区浜寺公園町三丁２２８番常　勤:    1 移転 現存
     地 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801-08525 医療法人　髙田歯科医〒593-8327 072-262-6430医療法人　髙田歯科医髙田　秀秋 平10. 7. 1歯   診療所
     院 堺市西区鳳中町三丁目６２番２９常　勤:    1院　理事長　髙田　秀 組織変更 現存
     号オオトリツインビル２階 (歯       1)秋 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901-08533 医療法人藤本医院　藤〒590-0834 072-280-2020医療法人　藤本医院　藤本　正博 平10. 9. 1歯   小歯 診療所
     本歯科 堺市堺区出島町三丁１番１０号 常　勤:    1理事長　藤本　正三 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001-08590 河合歯科医院 〒590-0975 072-233-3588河合　泰則 河合　泰則 平10. 9. 1歯   診療所
     堺市堺区大浜中町二丁１番２１号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101-08624 川崎歯科医院 〒591-8032 072-256-6480川﨑　府東司 川﨑　府東司 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区百舌鳥梅町三丁２５番地常　勤:    2 新規 現存
     の４Ｎ・Ｍビル２階 (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201-08632 吉田歯科医院 〒590-0025 072-256-6636吉田　忠司 吉田　忠司 平11. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市堺区向陵東町三丁５番１９号常　勤:    4 新規 現存
     (歯       4) 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301-08640 保富歯科医院 〒590-0143 072-294-1616保富　厚志 保富　厚志 平11. 1. 1歯   診療所
     堺市南区新檜尾台三丁６番８号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401-08657 増田歯科診療所 〒591-8023 072-257-0053増田　博文 増田　博文 平11. 1. 1歯   診療所
     堺市北区中百舌鳥町六丁９９８番常　勤:    1 継承 現存
     地の３中百舌鳥公園団地６－１０(歯       1) 平29. 1. 1
     ２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19501-08665 竹内矯正歯科医院 〒591-8023 072-252-8148竹内　嘉英 竹内　嘉英 平11. 2. 1矯歯 小歯 歯  診療所
     堺市北区中百舌鳥町四丁８２番地常　勤:    2 移転 現存
     の１ (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601-08681 たなか歯科 〒590-0014 072-225-6480田中　一弘 田中　一弘 平11. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市堺区田出井町一丁１番１００常　勤:    1 新規 現存
     号ベルマージュ堺１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701-08707 松岡歯科医院 〒590-0137 072-295-8600松岡　博史 松岡　博史 平11. 4. 1歯   診療所
     堺市南区城山台二丁２番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801-08715 岡歯科医院 〒591-8023 072-251-7567岡　佐都史 岡　佐都史 平11. 3. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区中百舌鳥町五丁７９７番常　勤:    1 移転 現存
     地 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901-08749 センヤ歯科医院 〒590-0138 072-295-7175泉谷　昌克 泉谷　昌克 平11. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     堺市南区鴨谷台二丁１番５号サン常　勤:    1 移転 歯外 現存
     ピア２番館２階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001-08756 こばやし歯科 〒590-0134 072-296-4180小林　靖明 小林　靖明 平11. 7. 1歯   小歯 診療所
     堺市南区御池台三丁８番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101-08772 医療法人佳晴会　きた〒599-8123 072-239-0008医療法人　佳晴会　理福澤　孝太郎 平11. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     のだ歯科 堺市東区北野田５１４番地２ 常　勤:    1事長　篠崎　敏和 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201-08780 医療法人秀優会　あわ〒591-8008 072-252-2180医療法人秀優会　理事粟田　智 平11. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     た歯科クリニック 堺市北区東浅香山町一丁１４５番常　勤:    1長　粟田　智 組織変更 現存
     地 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301-08798 医療法人　さくら会　〒599-8127 072-235-7181医療法人　さくら会　北川　始 平11. 7. 1歯   小歯 診療所
     北川歯科 堺市東区草尾５番地 常　勤:    1北川歯科　理事長　北 組織変更 現存
     (歯       1)川　始 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401-08806 桑原歯科医院 〒592-8345 072-261-4618桑原　隆男 桑原　隆男 平11. 8. 1歯   診療所
     堺市西区浜寺昭和町二丁１９１番常　勤:    1 移転 現存
     地３ (歯       1) 平29. 8. 1
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  20501-08855 さかお歯科医院 〒599-8234 072-230-0277阪尾　和江 阪尾　和江 平11.12. 1歯   診療所
     堺市中区土塔町３３１９番 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601-08863 坂本歯科医院 〒599-8107 072-252-3378坂本　史憲 坂本　史憲 平11.11. 3歯   歯外 診療所
     堺市東区白鷺町一丁３番８号 常　勤:    1 継承 休止
     (歯       1) 平29.11. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701-08889 木田歯科医院 〒590-0046 072-232-0336木田　進康 木田　進康 平11.12. 1歯   診療所
     堺市堺区三条通６番２４号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801-08897 あらい歯科医院 〒591-8007 072-252-6480新井　義孝 新井　義孝 平12. 1. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区奥本町一丁４３番Ｈｉｓ常　勤:    1 継承 現存
     ビル北花田１階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901-08913 医療法人中政会　中辻〒599-8126 072-235-1331医療法人　中政会　中中辻　三喜男 平12. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 堺市東区大美野１３４番地８２ 常　勤:    1辻歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)中辻　三喜男 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001-08921 石倉歯科医院 〒590-0951 072-226-6612石倉　邦俊 石倉　邦俊 平12. 3. 1歯   診療所
     堺市堺区市之町西三丁２番１４号常　勤:    1 新規 現存
     和合ビル４階４０１号室 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101-08939 しみず歯科クリニック〒591-8021 072-240-2332清水　祐介 清水　祐介 平12. 4. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区新金岡町五丁３番１０１常　勤:    1 新規 現存
     号新金岡グリーンハイツ１階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201-08954 みやわき歯科 〒599-8253 072-236-4182宮脇　 也 宮脇　 也 平12. 6. 1歯   小歯 診療所
     堺市中区深阪２丁１１－１　吉田常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301-08962 ながやま歯科 〒590-0023 072-232-8469永山　成大 永山　成大 平12. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市堺区南三国ケ丘町一丁１番３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401-08970 くりたに歯科 〒591-8031 072-240-5010栗谷　忠彦 栗谷　忠彦 平12. 7. 1歯   診療所
     堺市北区百舌鳥梅北町一丁６　ワ常　勤:    1 新規 現存
     イズアーク三国ケ丘１階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21501-08996 医療法人　豊生会　山〒590-0132 072-296-4182医療法人　豊生会　理山田　一夫 平12. 7. 1歯   矯歯 診療所
     田歯科 堺市南区原山台一丁６番１－１０常　勤:    4事長　山田　一夫 組織変更 現存
     １号 (歯       4) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601-09002 医療法人慶歯会　松下〒599-8114 072-285-4182医療法人　慶歯会　松松下　孝直 平12. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 堺市東区日置荘西町七丁１２番１常　勤:    1下歯科医院　理事長　 組織変更 歯外 現存
     ３号 (歯       1)松下　孝直 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701-09010 西川歯科医院 〒599-8122 072-237-0055西川　泰治 西川　泰治 平12. 9. 1歯   診療所
     堺市東区丈六１５９番地の４ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801-09028 かただ歯科 〒590-0111 072-292-6408片田　真俊 片田　真俊 平12.11. 1歯   小歯 診療所
     堺市南区三原台一丁１番３号ＪＯ常　勤:    1 新規 現存
     Ｙ　ＰＡＲＫ３階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901-09051 西川歯科医院 〒599-8262 072-279-8140西川　雄喜 西川　雄喜 平12.12. 1歯   診療所
     堺市中区八田北町４８９番地－１常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001-09069 山本歯科医院 〒591-8044 072-252-0980山本　憲二 山本　憲二 平13. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     堺市北区中長尾町二丁２番２６号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101-09077 村屋歯科医院 〒590-0117 072-293-5056村屋　千世代 村屋　千世代 平13. 3. 1歯   小歯 診療所
     堺市南区高倉台三丁３番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201-09093 なかえ歯科医院 〒590-0813 072-268-8664中江　剛 中江　剛 平13. 4. 1歯   小歯 診療所
     堺市堺区神石市之町１９番１９号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301-09101 なかはし矯正歯科 〒599-8114 072-286-4182中橋　章泰 中橋　章泰 平13. 5. 1矯歯 診療所
     堺市東区日置荘西町二丁３番５号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22401-09127 森歯科医院 〒591-8022 072-257-3539森　純一 森　純一 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区金岡町７０４番地２エバ常　勤:    1 新規 現存
     ーグリーン金岡１号館１０１ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501-09135 タムラ歯科 〒599-8237 072-270-1180田村　伊知彦 田村　伊知彦 平13. 4. 1歯   小歯 診療所
     堺市中区深井水池町３１６１番地常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601-09143 やなぎだ歯科クリニッ〒593-8301 072-281-6480柳田　二美 柳田　二美 平13. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 堺市西区上野芝町二丁７番３号西常　勤:    1 新規 現存
     友楽市上野芝店２階 (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701-09176 かねもと歯科クリニッ〒593-8322 072-266-8049金本　義雄 金本　義雄 平13. 6. 1歯   小歯 診療所
     ク 堺市西区津久野町三丁２２８９番常　勤:    1 新規 現存
     地森店舗１０１号 (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22801-09192 ＷＡＫＩ　ＤＥＮＴＡ〒591-8025 072-250-8241脇　知邦 脇　知邦 平13. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     Ｌ　ＣＬＩＮＩＣ 堺市北区長曾根町１２番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901-09226 医療法人　堀田歯科医〒590-0132 072-298-6718医療法人　堀田歯科医堀田　雄一 平13. 7. 1歯   診療所
     院 堺市南区原山台一丁１２番４号 常　勤:    2院　理事長　堀田　雄 組織変更 現存
     (歯       2)一 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23001-09259 かじもと矯正・小児歯〒590-0077 072-222-7676梶本　祐一郎 梶本　祐一郎 平13.10. 1矯歯 小歯 歯  診療所
     科 堺市堺区中瓦町一丁４番２２号大常　勤:    1 移転 歯外 現存
     阪信用金庫ビル２階 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23101-09275 土井歯科 〒593-8315 072-273-8148土井　崇 土井　崇 平14. 1. 1歯   診療所
     堺市西区菱木一丁２４４６番地の常　勤:    1 継承 現存
     １ (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23201-09283 医療法人浩彩会　てら〒591-8008 072-256-3320医療法人浩彩会　理事寺地　勇人 平14. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ち歯科 堺市北区東浅香山町四丁６番地　常　勤:    1長　寺地　勇人 組織変更 現存
     圭祐館２階 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23301-09309 医療法人　岸本歯科 〒590-0024 072-259-7448医療法人　岸本歯科　岸本　昌幸 平14. 1. 1歯   診療所
     堺市堺区向陵中町二丁４番１２号常　勤:    1理事長　岸本　昌幸 組織変更 現存
     　伸和ビル北館３階 (歯       1) 平26. 1. 1
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  23401-09317 岩崎歯科医院 〒590-0101 072-290-6135岩﨑　晃文 岩﨑　晃文 平14. 3. 1歯   診療所
     堺市南区宮山台一丁６番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23501-09325 さこ歯科医院 〒593-8322 072-260-5522迫　賢治 迫　賢治 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     堺市西区津久野町一丁８番１８号常　勤:    2 新規 現存
     ２階 (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23601-09333 植田歯科医院 〒599-8107 072-285-0962植田　兼司 植田　兼司 平14. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     堺市東区白鷺町一丁２１番１２号常　勤:    1 継承 現存
     泉州ビル２階 (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23701-09341 松浦歯科クリニック 〒591-8025 072-246-4618松浦　宏幸 松浦　宏幸 平14. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     堺市北区長曾根町３０８１番地２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23801-09358 なかむら歯科医院 〒599-8272 072-270-3195中村　好孝 中村　好孝 平14. 7. 1歯   小歯 診療所
     堺市中区深井中町１９７５番地の常　勤:    1 新規 現存
     ４の２ (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23901-09366 医療法人　樋口歯科診〒591-8021 0722-52-6487医療法人　樋口歯科診樋口　威男 平14. 5.31歯   診療所
     療所 堺市北区新金岡町三丁４番８号 常　勤:    1療所　理事長　樋口　 移転 現存
     (歯       1)威男 平26. 5.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24001-09390 上原歯科医院 〒599-8238 072-278-2194上原　英士 上原　英士 平14. 6. 3歯   小歯 診療所
     堺市中区土師町三丁８番２９号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平26. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24101-09432 医療法人佳邦会　山田〒590-0133 072-299-5138医療法人佳邦会　山田山田　健 平14. 7. 1歯   診療所
     歯科医院 堺市南区庭代台二丁８番１号 常　勤:    3歯科医院　理事長　山 組織変更 現存
     (歯       3)田　健 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24201-09440 医療法人安陵会　安陵〒593-8315 072-272-7363医療法人安陵会　理事安陵　明 平14. 7. 1歯   診療所
     歯科医院 堺市西区菱木一丁２４６０番地５常　勤:    1長　安陵　明 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24301-09457 医療法人恒久会　恒久〒590-0985 072-224-1181医療法人恒久会　理事中田　和子 平14. 7. 1歯   診療所
     会歯科医院 堺市堺区戎島町四丁４５番地１ 常　勤:    3長　髙松　恒美 組織変更 現存
     (歯       3) 平26. 7. 1
     非常勤:   11
     (歯      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24401-09473 つじお歯科医院 〒593-8327 072-262-0765辻尾　篤俊 辻尾　篤俊 平14. 9. 1歯   診療所
     堺市西区鳳中町三丁８９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24501-09481 土井歯科御池台診療所〒590-0134 072-296-8614土井　彰子 土井　彰子 平14. 8. 1歯   診療所
     堺市南区御池台三丁２番３号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24601-09507 笹井歯科クリニック 〒591-8043 072-252-2506笹井　宣彦 笹井　宣彦 平14. 8. 9歯   診療所
     堺市北区北長尾町二丁５番１１号常　勤:    1 継承 現存
     ロイヤルパレスビル１階 (歯       1) 平26. 8. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24701-09564 坂本歯科医院 〒590-0126 072-291-2711坂本　直樹 坂本　直樹 平15. 3. 1歯   診療所
     堺市南区泉田中３１００番地の１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24801-09598 中野歯科医院 〒591-8031 072-255-0814中野　景司 中野　景司 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区百舌鳥梅北町五丁４２７常　勤:    1 移転 現存
     番地の７ (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24901-09606 土井歯科診療所 〒590-0116 072-291-0505土井　正士 土井　正士 平15. 3.22歯   診療所
     堺市南区若松台二丁２番７号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平27. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25001-09614 医療法人佳晴会　おの〒590-0985 072-233-4500医療法人佳晴会　理事尾上　隆哉 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     え歯科 堺市堺区戎島町二丁９番地 常　勤:    1長　篠﨑　敏和 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25101-09630 岡田歯科医院 〒599-8232 072-237-2810岡田　友之 岡田　友之 平15. 6. 1歯   診療所
     堺市中区新家町５１０番地の１ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25201-09648 医療法人五月会　香川〒591-8021 072-252-8566医療法人五月会　理事澤田　俊雪 平15. 5.26歯   小歯 診療所
     新金岡歯科医院 堺市北区新金岡町四丁１番１１号常　勤:    3長　香川　芳江 移転 現存
     ショッピングセンターエブリー　(歯       3) 平27. 5.26
     １階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25301-09671 林歯科クリニック 〒591-8023 072-258-1145林　国勝 林　国勝 平15. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     堺市北区中百舌鳥町二丁３９番地常　勤:    1 新規 現存
     クリスタルなかもず２０１号 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25401-09689 さわい歯科 〒590-0133 072-296-7164澤井　孝仁 澤井　孝仁 平15. 9. 1歯   小歯 診療所
     堺市南区庭代台三丁１番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25501-09713 山西歯科医院 〒593-8302 072-276-0148山西　弘之 山西　弘之 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     堺市西区北条町二丁２１番２８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25601-09721 さかいだ歯科 〒590-0013 072-222-4184境田　基 境田　基 平15.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市堺区東雲西町一丁１番１１号常　勤:    1 新規 現存
     ＪＲ堺市駅ＮＫビル２階 (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25701-09747 医療法人英誠会　磯田〒590-0014 072-226-8211医療法人英誠会　理事磯田　良英 平16. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 堺市堺区田出井町１番１－２０９常　勤:    1長　磯田　良英 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25801-09754 医療法人　岸川歯科 〒590-0048 072-221-0506医療法人岸川歯科　理岸川　裕 平16. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市堺区一条通１７番１８号 常　勤:    2事長　岸川　裕 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:   21
     (歯      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25901-09762 河原歯科 〒591-8023 072-251-7646河原　伸安 河原　伸安 平16. 5. 1歯   診療所
     堺市北区中百舌鳥町二丁６９番地常　勤:    1 新規 現存
     ラレックス中もずＢＳビル３０２(歯       1) 平28. 5. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26001-09788 白井歯科 〒592-8349 072-261-0184白井　敏彦 白井　敏彦 平16. 5. 1歯   診療所
     堺市西区浜寺諏訪森町東二丁２２常　勤:    1 移転 現存
     １番地 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26101-09804 医療法人はなぶさ会　〒590-0143 072-296-8020医療法人はなぶさ会　瀧口　英彦 平16. 7. 1歯   小歯 診療所
     たきぐち歯科 堺市南区新檜尾台二丁１番７号グ常　勤:    2理事長　瀧口　英彦 組織変更 現存
     レイス・ランドマーク堺・光明池(歯       2) 平28. 7. 1
     １階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26201-09838 阪田歯科医院 〒590-0820 072-245-1181阪田　昌英 阪田　昌英 平16. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     堺市堺区高砂町二丁３６番地の７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26301-09846 ヒロ歯科 〒591-8025 072-255-8046竹内　秀人 竹内　秀人 平16.10. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区長曾根町１５８５番地の常　勤:    1 新規 現存
     １アルソティ１階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26401-09853 出雲歯科医院 〒591-8023 072-259-0077出雲　睦 出雲　睦 平16. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市北区中百舌鳥町三丁３７５番常　勤:    1 移転 現存
     地の７ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26501-09861 浅野歯科医院 〒591-8022 072-258-2992淺野　友晴 淺野　友晴 平16.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市北区金岡町３００８番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26601-09895 オリイ歯科医院 〒587-0051 0723-62-6583織井　広文 織井　広文 昭57. 7. 1歯   診療所
     堺市美原区北余部４５－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26701-09903 植木歯科医院 〒587-0065 0723-61-2090植木　俊雄 植木　俊雄 昭60. 7. 1歯   診療所
     堺市美原区小寺４２７番地の３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26801-09911 津田歯科医院 〒587-0032 0723-61-7184津田　哲嗣 津田　哲嗣 昭60. 8. 1歯   小歯 診療所
     堺市美原区さつき野東１－１－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26901-09937 こんどう歯科医院 〒587-0002 0723-61-1801金銅　克典 金銅　克典 昭62.10. 1歯   小歯 診療所
     堺市美原区黒山８５番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27001-09978 医療法人松原会　美原〒587-0063 072-361-8241医療法人松原会　理事山石　勝人 平10. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科 堺市美原区大饗１６８番１ 常　勤:    1長　香川　芳江 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27101-09986 矢野歯科医院 〒587-0063 0723-62-6474矢野　豊幸 矢野　豊幸 平11. 3. 1歯   小歯 診療所
     堺市美原区大饗１４６番２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27201-09994 鶴谷歯科医院 〒587-0051 0723-61-4339靍谷　修三 靍谷　修三 平12.11.21歯   診療所
     堺市美原区北余部４５２番４号北常　勤:    1 移転 現存
     余部ふれあい会館３階 (歯       1) 平24.11.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27301-15025 すみおか歯科クリニッ〒599-8122 072-236-0418住岡　広規 住岡　広規 平16.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 堺市東区丈六１８３番地の１８ダ常　勤:    1 新規 現存
     イエー１Ｆ (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27401-15033 向竹歯科医院 〒591-8023 072-250-4114向竹　康紀 向竹　康紀 平16.12. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区中百舌鳥町四丁８７番地常　勤:    1 移転 現存
     の１ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27501-15041 倉橋歯科医院 〒591-8025 072-255-4181倉橋　功 倉橋　功 平17. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市北区長曾根町３０６９番地５常　勤:    1 新規 現存
     中嶋ビル３階 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27601-15058 やまもと歯科 〒590-0131 072-293-6480山本　哲也 山本　哲也 平17. 2. 1歯   小歯 診療所
     堺市南区栂４２２番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27701-15074 みちうら歯科医院 〒591-8034 072-278-6487道浦　亮 道浦　亮 平17. 2. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区百舌鳥陵南町三丁３９６常　勤:    1 新規 現存
     番地の１ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27801-15082 さねしげ歯科医院 〒587-0012 072-362-8280實重　英仁 實重　英仁 平17. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     堺市美原区多治井２３２番２４６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27901-15090 山田歯科医院 〒593-8301 072-241-3776山田　明 山田　明 平17. 1. 1歯   診療所
     堺市西区上野芝町一丁２５番２０常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28001-15108 医療法人　天津歯科 〒590-0024 072-259-8264医療法人天津歯科　理天津　了 平17. 1. 1歯   診療所
     堺市堺区向陵中町二丁６番１号パ常　勤:    1事長　天津　了 組織変更 現存
     パラギヨシビル３階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28101-15124 和田歯科医院 〒590-0116 072-295-8886和田　隆 和田　隆 平17. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市南区若松台三丁３４番１８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28201-15132 さわだ歯科 〒599-8104 072-286-8241澤田　貴司 澤田　貴司 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     堺市東区引野町三丁１番地初芝グ常　勤:    1 新規 現存
     リーンハイツ１０２号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28301-15173 のぐち歯科クリニック〒593-8324 072-272-8469野口　忠芳 野口　忠芳 平17. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市西区鳳東町三丁２８１番地の常　勤:    3 新規 矯歯 現存
     １ (歯       3) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28401-15181 ヒラカワ歯科 〒590-0024 072-257-5765平川　敬 平川　敬 平17. 6. 1歯   診療所
     堺市堺区向陵中町四丁７番１５号常　勤:    1 新規 現存
     コーポラス平１階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28501-15199 梅田歯科医院 〒590-0836 072-243-0418梅田　ことみ 梅田　ことみ 平17. 5. 1歯   小歯 診療所
     堺市堺区楠町一丁１番３号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28601-15223 医療法人　謙信会　な〒591-8025 072-255-8240医療法人謙信会　理事藤本　豊久 平17. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     かもず　あおぞら歯科堺市北区長曾根町３０８１－１ 常　勤:    2長　中岡　俊智 組織変更 現存
     クリニック (歯       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28701-15272 ウエノ歯科 〒592-8344 072-266-6480上野　泰之 上野　泰之 平17.10. 1歯   診療所
     堺市西区浜寺南町三丁２番１号　常　勤:    1 新規 現存
     ダイケンビル２階２０１号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28801-15280 八木歯科クリニック 〒590-0048 072-228-6480八木　栄司 八木　栄司 平17.11. 1歯外 歯   小歯診療所
     堺市堺区一条通１番２８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28901-15314 どい歯科クリニック 〒587-0052 072-363-4618土居　弘志 土居　弘志 平17.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     堺市美原区南余部１５５番１３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29001-15322 みなみの歯科 〒599-8261 072-277-4180南野　賢治 南野　賢治 平17.12. 1歯   小歯 診療所
     堺市中区堀上町１０８２番地クラ常　勤:    1 新規 現存
     ウンセゾン深井１０６号 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29101-15330 二宮歯科クリニック 〒590-0143 072-298-8241二宮　典雄 二宮　典雄 平17.11. 1歯   診療所
     堺市南区新桧尾台四丁１５番６号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29201-15355 浦田歯科クリニック 〒593-8315 072-271-4182浦田　政憲 浦田　政憲 平18. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     堺市西区菱木二丁２４２５番地の常　勤:    1 新規 現存
     １　プランドール１階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29301-15371 医療法人　米澤歯科医〒592-8333 072-245-6471医療法人米澤歯科医院米澤　清和 平18. 1. 1歯   診療所
     院 堺市西区浜寺石津町西三丁１番１常　勤:    1　理事長　米澤　清和 組織変更 現存
     ５号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29401-15397 大久保歯科医院 〒590-0972 072-232-0571吉田　昌子 吉田　昌子 平18. 2. 9歯   診療所
     堺市堺区竜神橋町一丁１番４号 常　勤:    1 継承 休止
     (歯       1) 平30. 2. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29502-00546 芦沢歯科医院 〒553-0002 06-6458-0849芦沢　孝 芦沢　孝 昭37. 7. 1歯   診療所
     大阪市福島区鷺洲一丁目３番８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29602-00777 北川歯科医院 〒553-0001 06-6451-7661北川　満 北川　満 昭47. 2. 1歯   診療所
     大阪市福島区海老江二丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29702-00876 岩佐歯科 〒553-0007 06-6464-5405岩佐　太人 岩佐　太人 昭51. 3. 1歯   診療所
     大阪市福島区大開３－１－２－１常　勤:    1 現存
     １７ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29802-00926 井原歯科医院 〒553-0003 06-6451-4175井原　光久 井原　光久 昭53.10. 1歯   診療所
     大阪市福島区福島七丁目６番２３常　勤:    1 新規 現存
     号日の出ビル４階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29902-00934 櫻井歯科医院 〒553-0003 06-6453-3711櫻井　次郎 櫻井　次郎 昭53.12. 1歯   診療所
     大阪市福島区福島六丁目１１番１常　勤:    1 新規 現存
     ３－１０５ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30002-01023 伯田歯科医院 〒553-0004 06-6441-2388伯田　浩 伯田　浩 昭55. 7. 9歯   診療所
     大阪市福島区玉川町四丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号 (歯       1) 平28. 7. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30102-01056 浅井歯科医院 〒553-0002 06-6451-0084浅井　隆 浅井　隆 昭56. 6. 1歯   診療所
     大阪市福島区鷺洲二丁目１２番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30202-01197 片岡歯科医院 〒553-0003 06-6454-4618片岡　雅彦 片岡　雅彦 昭61. 8. 1歯   診療所
     大阪市福島区福島六丁目２２番１常　勤:    1 新規 現存
     １号トキワマンション２階 (歯       1) 平28. 8. 1
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  30302-01213 髙瀬歯科 〒553-0006 06-6445-5330髙瀬　浩司 髙瀬　浩司 昭62.12. 1歯   診療所
     大阪市福島区吉野二丁目１１番３常　勤:    1 新規 現存
     １号ＲＵＩ２１　２階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30402-01239 竹村歯科診療所 〒553-0003 06-6451-8653竹村　勉 竹村　勉 昭63. 5. 1歯   診療所
     大阪市福島区福島七丁目１４番２常　勤:    1 移転 現存
     ０号みづほビル１Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30502-01247 みなと歯科医院 〒553-0001 06-6454-0480湊　喜八郎 湊　喜八郎 昭63. 9. 1歯   診療所
     大阪市福島区海老江１－１１グリ常　勤:    1 新規 現存
     ーンシティ大阪２号棟１階１０３(歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30602-01254 イモト歯科 〒553-0005 06-6464-5181井本　正司 井本　正司 昭63.10. 1歯   診療所
     大阪市福島区野田二丁目１５番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号矢野ビル２階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30702-01262 岡崎歯科医院 〒553-0003 06-6453-8279岡崎　啓介 岡崎　啓介 平元. 4. 1歯   診療所
     大阪市福島区福島２－４－６　ハ常　勤:    1 新規 現存
     イネス岡崎１０２号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30802-01346 大阪市中央卸売市場片〒553-0005 06-6469-7777片岡　宏之 片岡　宏之 平 4.11. 1歯   診療所
     岡歯科医院 大阪市福島区野田一丁目１番８６常　勤:    1 移転 現存
     号大阪市中央卸売市場業務管理棟(歯       1) 平28.11. 1
     ビル４階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30902-01353 喜多歯科医院 〒553-0005 06-6461-0488喜多　正一 喜多　正一 平 5. 1. 1歯   診療所
     大阪市福島区野田五丁目１０番６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31002-01387 福西歯科医院 〒553-0006 06-6441-9348福西　新輔 福西　新輔 平 7. 3.27歯   診療所
     大阪市福島区吉野二丁目４番８号常　勤:    1 移転 現存
     　ブランカ福西 (歯       1) 平28. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31102-01411 藤井歯科医院 〒553-0005 06-6466-4182藤井　章司 藤井　章司 平 7. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市福島区野田二丁目２２番２常　勤:    1 移転 現存
     ４号 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31202-01486 渡瀬歯科医院 〒553-0006 06-6462-9461渡瀨　状子 渡瀨　状子 平 9. 9.10歯   診療所
     大阪市福島区吉野三丁目１１番６常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平24. 9.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31302-01494 医療法人　西村歯科ク〒553-0033 06-6453-8899医療法人　西村歯科ク西村　敏治 平10. 7. 1歯   歯外 診療所
     リニック 大阪市福島区福島七丁目６番４号常　勤:    1リニック　理事長　西 組織変更 現存
     宮川ビル４階 (歯       1)村　敏治 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31402-01528 村田歯科医院 〒553-0002 06-6451-2396村田　洋一 村田　洋一 平11. 1. 1歯   診療所
     大阪市福島区鷺洲三丁目１番２－常　勤:    2 継承 現存
     １０１号鷺洲第２団地２号棟１階(歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31502-01536 川原歯科医院 〒553-0003 06-6456-0777川原　幸二 川原　幸二 平11. 4. 1歯   診療所
     大阪市福島区福島五丁目６番３３常　勤:    1 新規 現存
     号井上ビル１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31602-01551 ヒロデンタルクリニッ〒553-0003 06-6225-4333石田　裕將 石田　裕將 平11. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 大阪市福島区福島四丁目２番６２常　勤:    1 新規 現存
     号ヴィサージュⅡ１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31702-01569 ときまさ歯科医院 〒553-0003 06-6458-6118時政　光雄 時政　光雄 平11. 4. 1歯   診療所
     大阪市福島区福島五丁目６番１６常　勤:    1 移転 現存
     号ラグザタワー北棟２階 (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31802-01577 おおつか歯科 〒553-0004 06-6446-1233大塚　卓 大塚　卓 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市福島区玉川二丁目３番１６常　勤:    1 新規 現存
     号ユニライフ福島店舗内 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31902-01585 上領歯科医院 〒553-0003 06-6458-2577上領　哲也 上領　哲也 平12. 1. 1歯   診療所
     大阪市福島区福島七丁目１９番１常　勤:    1 移転 現存
     ３号マトバビル３階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32002-01593 ホロン柳本歯科クリニ〒553-0003 06-6458-6747柳本　信雄 柳本　信雄 平13. 1. 1歯   診療所
     ック 大阪市福島区福島五丁目１３番１常　勤:    1 新規 現存
     ８号福島ビル３階 (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32102-01601 ゆたか歯科クリニック〒553-0003 06-6452-4618西村　豊 西村　豊 平13. 4. 1歯   診療所
     大阪市福島区福島八丁目１７番２常　勤:    1 新規 現存
     ０号 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32202-01627 イワオ歯科 〒553-0003 06-6451-8148巖　恭輔 巖　恭輔 平14. 5. 1歯   診療所
     大阪市福島区福島七丁目２１番１常　勤:    2 継承 現存
     ７号リーガルタワー福島２０１号(歯       2) 平26. 5. 1
     室
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  32302-01643 あいデンタルクリニッ〒553-0002 06-6452-4182伊藤　勝則 伊藤　勝則 平15. 1. 1歯   診療所
     ク 大阪市福島区鷺洲一丁目２番８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32402-01676 吉松歯科医院 〒553-0006 06-6464-4618吉松　昌之 吉松　昌之 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市福島区吉野三丁目３番１６常　勤:    1 新規 現存
     号サンパレス吉松１階 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32502-01684 くちば歯科医院 〒553-0006 06-6466-8241口羽　浩司 口羽　浩司 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市福島区吉野三丁目１５番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32602-01692 アートデンタルワダ 〒553-0007 06-6461-5005和田　敦之 和田　敦之 平15.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市福島区大開一丁目１２番３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32702-01700 清水歯科 〒553-0004 06-6443-7100清水　敏之 清水　敏之 平15.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市福島区玉川四丁目１３番１常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32802-01726 村川歯科 〒553-0001 06-6451-2770村川　昇 村川　昇 平16. 5. 1歯   診療所
     大阪市福島区海老江二丁目１番３常　勤:    1 継承 現存
     ８号ウエルネス２階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32902-01734 おくだ歯科クリニック〒553-0002 06-6341-3278奥田　耕三 奥田　耕三 平17.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市福島区鷺洲五丁目１番１３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33002-01742 野田阪神坂尻歯科 〒553-0002 06-6224-3200坂尻　光春 坂尻　光春 平18.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市福島区鷺洲三丁目１０番６常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     号ビバーチェ鷺洲１階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33102-01759 永田歯科医院 〒553-0002 06-6454-1181永田　正 永田　正 平18.11. 1歯   診療所
     大阪市福島区鷺洲二丁目９番２３常　勤:    1 新規 現存
     号藤野ビル２階 (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33202-01809 松本歯科 〒553-0001 06-6453-2178松本　実 松本　実 平21. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市福島区海老江五丁目２番７常　勤:    4 移転 矯歯 現存
     号ニュー野田阪神ビル１階 (歯       4) 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
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  33302-01817 医療法人至誠会　玉川〒553-0004 06-6479-1331医療法人至誠会　理事 阪　誠 平22. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科診療所 大阪市福島区玉川二丁目８番４－常　勤:    3長　西尾　順太郎 組織変更 現存
     １０１号阪神玉川オフィスビル１(歯       3) 平28. 1. 1
     階 非常勤:   12
     (歯      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33402-01833 アクア歯科クリニック〒553-0001 06-6147-2186藪根　研司 藪根　研司 平22. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市福島区海老江四丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33502-01841 アトール歯科医院 〒553-0006 06-6464-4180髙橋　信一郎 髙橋　信一郎 平23. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市福島区吉野五丁目１１番２常　勤:    1 新規 現存
     ９号アトール１０２ (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33602-01858 医療法人　福翔会　福〒553-0002 06-6452-0129医療法人　福翔会　理前田　武 平23. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     森歯科クリニック分院大阪市福島区鷺洲一丁目７番３９常　勤:    3事長　福森　暁 組織変更 現存
     号阪神ハイグレードマンション１(歯       3) 平29. 2. 1
     ０番館　１階 非常勤:   18
     (歯      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33702-01874 田中歯科クリニック 〒553-0006 06-6460-6460田中　隆博 田中　隆博 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市福島区吉野四丁目２５番２常　勤:    2 継承 現存
     ３号　Ｔビル１階 (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33802-01882 医療法人たなばた会　〒553-0005 06-6467-6480医療法人たなばた会　中村　麦 平23. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     あおぞらデンタルクリ大阪市福島区野田３丁目１２番２常　勤:    2理事長　黒飛　一志 組織変更 現存
     ニック ２号三和ビル２階 (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33902-01916 みらい歯科クリニック〒553-0006 06-4804-3012李　裕史 李　裕史 平23.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市福島区吉野５丁目９番５１常　勤:    1 新規 現存
     号ルアーブル吉野１Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34002-01924 こばやし歯科 〒553-0003 06-6343-0648小林　衛 小林　衛 平24. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市福島区福島２丁目８番２２常　勤:    1 新規 現存
     号福田ビル２Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34102-01932 医療法人　一心会　野〒553-0001 06-6131-7777医療法人　一心会　理山本　修史 平25. 1. 1歯   診療所
     田阪神歯科クリニック大阪市福島区海老江７丁目３番１常　勤:    2事長　山本　修史 組織変更 現存
     ７号パレス都１階 (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34202-01940 医療法人　心愛会　し〒553-0003 06-6147-3885医療法人　心愛会　理塩月　章平 平25. 7. 1歯   診療所
     んあい歯科クリニック大阪市福島区福島７丁目１４番２常　勤:    1事長　塩月　章平 新規 現存
     ０号 (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34302-01957 中村歯科クリニック 〒553-0003 06-6225-7381中村　唯浩 中村　唯浩 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市福島区福島６丁目１３番１常　勤:    1 新規 現存
     ３号フォレスト梅田西１階 (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34402-01973 まつむら歯科 〒553-0005 06-6147-4188松村　和典 松村　和典 平26. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市福島区野田３丁目１３番地常　勤:    1 新規 現存
     １８号野田ＫＴビル１階 (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34502-01981 なかむら歯科 〒553-0003 06-6440-1888中村　誠志 中村　誠志 平26. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市福島区福島３－３－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34602-01999 八田歯科 〒553-0003 06-4796-1115八田　知也 八田　知也 平27. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市福島区福島３丁目１３番６常　勤:    2 新規 現存
     号アルグラッド福島ＥＡＳＴ　１(歯       2) 平27. 2. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34702-02005 森本歯科医院 〒553-0006 06-6225-7104森本　充展 森本　充展 平27. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市福島区吉野１－１－１６－常　勤:    1 新規 現存
     １階 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34802-02013 医療法人港南会　ふく〒553-0002 06-6455-5510医療法人港南会　理事村山　美智子 平27. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     しまこどもおとな歯科大阪市福島区鷺洲４丁目３番２３常　勤:    3長　金城　康夫 新規 現存
     号福島スカイハイツ１階 (歯       3) 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34902-02039 いさこ歯科クリニック〒553-0006 06-6225-3118林　功子 林　功子 平28. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市福島区吉野二丁目７－８　常　勤:    1 新規 現存
     福助ビル１Ｆ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35002-02047 医療法人美和会　平成〒553-0006 06-6448-5241医療法人美和会　理事岸野　万伸 平28. 7. 1歯   内   外  診療所
     (02-62045 ) 野田クリニック 大阪市福島区吉野一丁目２２番１常　勤:    3長　吉増　 之 新規 整外 リハ 放  現存
     ８号 (医       2) 平28. 7. 1
     (歯       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35102-02054 こうみ歯科クリニック〒553-0001 06-4796-8841河見　光生 河見　光生 平28. 8. 5歯   小歯 歯外診療所
     大阪市福島区海老江一丁目４番３常　勤:    1 新規 現存
     号　セキュアⅠ１階 (歯       1) 平28. 8. 5
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35202-02062 医療法人真和会　かき〒553-0006 06-6448-4188医療法人真和会　理事垣内　康弘 平28. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     うち歯科医院 大阪市福島区吉野一丁目１０番１常　勤:    4長　垣内　康弘 組織変更 歯外 現存
     ３号ＮＴビル２階 (歯       4) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35302-02088 さくらファミリー歯科〒553-0003 06-6225-8341飯田　建志 飯田　建志 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市福島区福島七丁目１８番１常　勤:    2 新規 現存
     ５号 (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35402-02096 医療法人　スマイル歯〒553-0001 06-6346-8844医療法人スマイル歯科藤井　敬士 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     科藤井クリニック 大阪市福島区海老江二丁目１番４常　勤:    1藤井クリニック　理事 組織変更 矯歯 現存
     号エヌラージ野田１階 (歯       1)長　藤井　敬士 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35502-02104 医療法人社団優成会　〒553-0003 06-6457-4182医療法人社団優成会　西岡　稔浩 平30. 3. 1歯   小歯 診療所
     浄正橋デンタルクリニ大阪市福島区福島一丁目５番１３常　勤:    1理事長　小林　敏英 継承 現存
     ック 号　１階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35602-02112 医療法人悠心会　京田〒553-0006 06-6447-0118医療法人悠心会　理事大向　佑実子 平30. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     デンタルクリニック 大阪市福島区吉野二丁目１５番９常　勤:    2長　大向　佑実子 組織変更 現存
     号 (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35702-02120 フレンド歯科クリニッ〒553-0003 06-6458-2366海堀　寛士 海堀　寛士 平30. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 大阪市福島区福島２－３－２ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35803-00049 覚道歯科医院 〒572-0081 072-831-0520覚道　欣子 覚道　欣子 昭32.10. 1歯   診療所
     寝屋川市東香里園町２１番２４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 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    37 頁

  35903-00544 水谷歯科診療所 〒572-0838 072-823-0727水谷　裕 水谷　裕 昭45. 5. 1歯   診療所
     寝屋川市八坂町１５－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36003-00551 岡本歯科診療所 〒572-0085 072-832-5252岡本　学 岡本　学 昭45. 5. 1歯   診療所
     寝屋川市香里新町１５－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36103-00577 牟礼歯科医院 〒572-0089 072-831-4614牟礼　広 牟礼　広 昭45.11. 1歯   診療所
     寝屋川市香里西之町７番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36203-00585 南歯科医院 〒572-0020 072-829-1292南　暢彦 南　暢彦 昭46. 4. 1歯   診療所
     寝屋川市田井西町２５番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36303-00619 浅井歯科医院 〒572-0011 072-823-8221浅井　勝彌 浅井　勝彌 昭47. 8. 1歯   診療所
     寝屋川市明徳二丁目１０番１８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36403-00726 中嶋歯科医院 〒572-0019 072-834-2000中嶋　明 中嶋　明 昭50. 4. 1歯   診療所
     寝屋川市三井南町１８番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36503-00742 栗原歯科医院 〒572-0001 072-833-7082栗原　重幸 栗原　重幸 昭50. 6. 1歯   診療所
     寝屋川市成田東町３２番４４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36603-00775 奥村歯科医院 〒572-0087 072-834-2047奥村　洋二 奥村　洋二 昭50. 9. 1歯   診療所
     寝屋川市木屋町１番３号キクマビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36703-00791 小林歯科 〒572-0838 072-827-3463小林　久紀 小林　久紀 昭51. 2. 1歯   診療所
     寝屋川市八坂町３１番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36803-00858 蒲生歯科医院 〒572-0029 072-832-0170蒲生　洵 蒲生　洵 昭51.12. 1歯   診療所
     寝屋川市寿町９番１６号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36903-00874 新谷歯科医院 〒572-0050 072-828-1682新谷　修 新谷　修 昭52. 5. 1歯   診療所
     寝屋川市黒原城内町２１の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37003-00924 椿井歯科医院 〒572-0831 072-824-2611椿井　洋二 椿井　洋二 昭53. 6. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市豊野町１３番９号土屋ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37103-00932 高橋歯科医院 〒572-0021 072-832-6566高橋　達行 高橋　達行 昭53. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     寝屋川市田井町４４番２６号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37203-00981 宮原デンタルクリニッ〒572-0802 072-821-4018宮原　学 宮原　学 昭54. 7. 1歯   診療所
     ク 寝屋川市打上宮前町３番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37303-01005 坂東歯科 〒572-0029 072-831-1565坂東　弘一 坂東　弘一 昭54. 7. 1歯   診療所
     寝屋川市寿町５７－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37403-01013 武田歯科医院 〒572-0803 072-821-8148武田　一士 武田　一士 昭54.11. 1歯   診療所
     寝屋川市梅が丘一丁目５番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37503-01021 種谷歯科医院 〒572-0075 072-838-2831種谷　圭三 種谷　圭三 昭55. 4. 1歯   診療所
     寝屋川市 原１－２０－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37603-01047 寝屋川市立あかつきひ〒572-0853 072-823-6287寝屋川市長　北川　法楢本　浩二 昭56. 7. 1歯   診療所
     ばり歯科診療所 寝屋川市大谷町６番１号 常　勤:    2夫 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:   26
     (歯      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37703-01070 山口歯科医院 〒572-0824 072-822-5333山口　守 山口　守 昭56.11. 1歯   診療所
     寝屋川市萱島東二丁目９番１２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37803-01096 生野歯科医院 〒572-0041 072-826-8088生野　史朗 生野　史朗 昭57. 5. 1歯   診療所
     寝屋川市桜木町８２５　シバタビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37903-01112 島田歯科医院 〒572-0052 072-828-5720島田　昌明 島田　昌明 昭57. 5. 1歯   診療所
     寝屋川市上神田二丁目１２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38003-01138 伊藤歯科医院 〒572-0832 072-825-1112伊藤　幸宏 伊藤　幸宏 昭58.12. 1歯   診療所
     寝屋川市本町６番１０号本町ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38103-01146 二宮歯科医院 〒572-0021 072-834-2070二宮　正憲 二宮　正憲 昭59. 1. 1歯   診療所
     寝屋川市田井町１３番１８号メゾ常　勤:    1 新規 現存
     ン香里１階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38203-01161 木村歯科医院 〒572-0063 072-826-8838木村　孝一 木村　孝一 昭59. 2. 1歯   診療所
     寝屋川市春日町１９番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38303-01187 ひらやま歯科医院 〒572-0048 072-828-6881平山　きよし 平山　きよし 昭59. 6. 1歯   診療所
     寝屋川市大利町１０番１４号銀座常　勤:    2 新規 現存
     橋プラザ２階 (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38403-01195 前田歯科医院 〒572-0004 072-834-8637前田　陽規 前田　陽規 昭59. 8. 1歯   診療所
     寝屋川市成田町１１番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38503-01203 土井歯科医院 〒572-0863 072-822-5445土井　秀美 土井　秀美 昭59. 9. 1歯   診療所
     寝屋川市明和一丁目１９番３１号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38603-01211 大住歯科医院 〒572-0084 072-832-9782大住　寛 大住　寛 昭59. 8. 1歯   診療所
     寝屋川市香里南之町２８番２４号常　勤:    1 移転 現存
     トーカンマンション香里園駅前２(歯       1) 平29. 8. 1
     ０５号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38703-01237 福地歯科 〒572-0838 072-829-9857福地　健秀 福地　健秀 昭59.12. 1歯   診療所
     寝屋川市八坂町２０番１３号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38803-01245 山添歯科医院 〒572-0082 072-831-0405山添　尚夫 山添　尚夫 昭60. 1. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市香里本通町６番２５号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
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  38903-01310 黒住歯科医院 〒572-0836 072-822-0408黒住　俊明 黒住　俊明 昭60.11. 1歯   診療所
     寝屋川市木田町２１番３７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39003-01377 中野歯科医院 〒572-0051 072-838-3555中野　孝美 中野　孝美 昭61. 9. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市高柳七丁目３３番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39103-01385 山添歯科松屋町診療所〒572-0086 072-834-3414小野　賀文 小野　賀文 昭61.10. 1歯   診療所
     寝屋川市松屋町１０番２６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39203-01419 林歯科医院 〒572-0004 072-831-0431林　照子 林　照子 昭62. 8. 1歯   診療所
     寝屋川市成田町３２番４４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39303-01450 金井歯科医院 〒572-0841 072-820-2278金井　淳 金井　淳 昭62.10. 1歯   診療所
     寝屋川市太秦東が丘８番３４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39403-01468 福原歯科医院 〒572-0089 072-834-3003福原　隆仁 福原　隆仁 昭62.12. 1歯   診療所
     寝屋川市香里西之町１６番１１号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39503-01484 福井歯科医院 〒572-0837 072-820-4182福井　英樹 福井　英樹 昭63. 9. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市早子町１８番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39603-01492 楢本歯科医院 〒572-0023 072-838-1519楢本　浩二 楢本　浩二 昭63.10. 1歯   診療所
     寝屋川市音羽町７番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39703-01534 峰晴歯科医院 〒572-0085 072-832-0812峰晴　昭夫 峰晴　昭夫 平元. 4. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市香里新町１２番１１号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39803-01583 医療法人　岩本歯科医〒572-0827 072-825-1781医療法人岩本歯科医院岩本　一哉 平 2. 7. 1歯   診療所
     院 寝屋川市萱島本町１８番１７号 常　勤:    2　理事長　岩本　一哉 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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  39903-01591 松本歯科医院 〒572-0018 072-831-4688松本　浩志 松本　浩志 平 2. 9. 1歯   診療所
     寝屋川市境橋町２４番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40003-01625 吉川歯科 〒572-0077 072-826-0418吉川　伸 吉川　伸 平 3. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     寝屋川市点野５－４－３５ 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40103-01674 医療法人　ムーミン歯〒572-0022 072-834-2401医療法人ムーミン歯科矢尾　夕美子 平 4. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 寝屋川市緑町１８番１３号 常　勤:    3　理事長　矢尾　夕美 組織変更 現存
     (歯       3)子 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40203-01740 東歯科医院 〒572-0076 072-827-8811東　浩介 東　浩介 平 5. 5. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市仁和寺本町三丁目３番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号イーストマンション２階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40303-01765 瓜原歯科医院 〒572-0054 072-827-0647瓜原　浩一 瓜原　浩一 平 5. 6. 1歯   診療所
     寝屋川市下神田町９番２６号信越常　勤:    1 新規 現存
     ハイツ１階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40403-01781 医療法人　竹田歯科医〒572-0083 072-833-0202医療法人竹田歯科医院竹田　葉子 平 6. 1. 1歯   診療所
     院 寝屋川市郡元町１５番１２号香美常　勤:    1　理事長　竹田　葉子 組織変更 現存
     マンション１０５号室 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40503-01799 医療法人　守丘歯科医〒572-0027 072-827-1181医療法人　守丘歯科医守丘　豊 平 6. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 寝屋川市石津東町７番１号 常　勤:    1院　理事長　守丘　豊 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40603-01807 岩崎矯正歯科 〒572-0084 072-834-2987澤井　利員 澤井　利員 平 6. 4. 1矯歯 診療所
     寝屋川市香里南之町３０－１第３常　勤:    1 新規 現存
     林ビル２０６号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40703-01815 あかい歯科医院 〒572-0051 072-829-8888赤井　啓祐 赤井　啓祐 平 6.12. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市高柳一丁目３番４号メゾ常　勤:    1 新規 現存
     ン９２ (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40803-01823 医療法人　 田歯科医〒572-0837 072-821-7070医療法人 田歯科医院 田　泰尚 平 7. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 寝屋川市早子町１８番６号 常　勤:    2　理事長　 田　泰尚 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40903-01831 医療法人　山中歯科診〒572-0837 072-821-0251医療法人山中歯科診療山中　太 平 7. 7. 1歯   診療所
     療所 寝屋川市早子町１６番２０号 常　勤:    2所　理事長　山中　太 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41003-01856 かさ歯科医院 〒572-0086 072-835-6480笠　茂樹 笠　茂樹 平 7. 9. 1歯   診療所
     寝屋川市松屋町１９番６号香理プ常　勤:    2 新規 現存
     ラザⅢ２階 (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41103-01864 中川歯科医院 〒572-0082 072-831-0122中川　猛 中川　猛 平 7.11. 1歯   診療所
     寝屋川市香里本通町１３番２５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41203-01872 桑原歯科医院 〒572-0824 072-820-0519桑原　吉隆 桑原　吉隆 平 7.11. 1歯   診療所
     寝屋川市萱島東二丁目５番２１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41303-01955 むらた歯科 〒572-0001 072-835-1182村田　浩之 村田　浩之 平 8. 3. 1歯   診療所
     寝屋川市成田東町３６番１２号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41403-01971 医療法人　中村歯科医〒572-0084 072-835-5831医療法人　中村歯科医中村　直弘 平 8. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 寝屋川市香里南之町３６番１号 常　勤:    1院　理事長　中村　直 組織変更 現存
     (歯       1)弘 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41503-01997 うえだ歯科医院 〒572-0807 072-820-8222上田　恭史 上田　恭史 平 8.11. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市高宮一丁目３番３０号太常　勤:    1 新規 現存
     秦ローソン２階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41603-02029 丸岡歯科 〒572-0031 072-828-9002丸岡　裕文 丸岡　裕文 平 9. 6. 1歯   診療所
     寝屋川市若葉町２５番３３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41703-02060 医療法人　おおひら歯〒572-0036 072-827-1688医療法人おおひら歯科一色　正樹 平 9. 7. 1歯   診療所
     科 寝屋川市池田西町６番３号アトレ常　勤:    2　理事長　一色　正樹 組織変更 現存
     ーユネヤ川１階 (歯       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  41803-02078 まの歯科 〒572-0858 072-820-0575 野　佳樹 野　佳樹 平 9.11. 1歯   診療所
     寝屋川市打上元町１５番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41903-02086 小嶋歯科医院 〒572-0835 072-822-8501小嶋　章 小嶋　章 平10. 3. 1歯   診療所
     寝屋川市日之出町１８番１６号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42003-02094 医療法人　かきうち歯〒572-0054 072-838-5315医療法人かきうち歯科垣内　邦昭 平10. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科医院 寝屋川市下神田２６番１１号篠崎常　勤:    4医院　理事長　垣内　 組織変更 歯外 現存
     ビル２階，３階 (歯       4)邦昭 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42103-02102 安部歯科医院 〒572-0011 072-820-6480安部　立也 安部　立也 平10. 9. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市明徳一丁目１４番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42203-02110 岡田歯科 〒572-0051 072-838-8148岡田　健志 岡田　健志 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市高柳二丁目１８番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42303-02128 医療法人　福嶋歯科医〒572-0048 072-826-1458医療法人　福嶋歯科医平野　勝之 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     院 寝屋川市大利町１７番１４号 常　勤:    2院　理事長　平野　勝 組織変更 現存
     (歯       2)之 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42403-02151 タナベ歯科 〒572-0042 072-827-1515多名部　実 多名部　実 平11. 6. 1歯   診療所
     寝屋川市東大利町１４番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42503-02177 医療法人大樹会　ハル〒572-0013 072-835-1817医療法人　大樹会　理山本　与詞彦 平12. 1. 1歯   矯歯 歯外診療所
     歯科クリニック 寝屋川市三井が丘三丁目１０番１常　勤:    1事長　春次　賢太朗 組織変更 小歯 現存
     ５号 (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42603-02193 しみず歯科 〒572-0044 072-801-0088清水　章 清水　章 平12. 4. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市清水町３６番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
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  42703-02201 なかいえ歯科 〒572-0038 072-801-2234中家　晃一 中家　晃一 平12.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     寝屋川市池田新町１番２２号コー常　勤:    1 新規 現存
     ポシバタ１階２号 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42803-02219 稲村歯科 〒572-0835 072-880-5688稲村　 正 稲村　 正 平12.11. 1歯   診療所
     寝屋川市日之出町２番５号園ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42903-02227 白井歯科医院 〒572-0047 072-826-0065白井　晃志 白井　晃志 平12.10. 2歯   診療所
     寝屋川市大利元町１７番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平24.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43003-02235 うえら歯科医院 〒572-0051 072-801-3388上羅　博文 上羅　博文 平13. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     寝屋川市高柳七丁目１０番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43103-02250 医療法人　宮前歯科ク〒572-0856 072-820-7707医療法人宮前歯科クリ宮前　守寛 平13. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 寝屋川市宇谷町１番３５号 常　勤:    3ニック　理事長　宮前 組織変更 現存
     (歯       3)　守寛 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43203-02276 なつ歯科医院 〒572-0035 072-838-0818星野　奈津子 星野　奈津子 平13. 7. 1歯   診療所
     寝屋川市池田旭町２４番５６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43303-02284 今井歯科医院 〒572-0811 072-825-1664今井　正樹 今井　正樹 平13. 7. 1歯   診療所
     寝屋川市楠根南町１４番３号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43403-02292 柳谷歯科医院 〒572-0042 072-838-8241柳谷　智香 柳谷　智香 平13.11. 1歯   診療所
     寝屋川市東大利町３番６号　２階常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43503-02300 植村歯科医院 〒572-0048 072-826-2972植村　佳子 植村　佳子 平13.10. 2歯   診療所
     寝屋川市大利町２１番１５号 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平25.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43603-02318 にし歯科医院 〒572-0857 072-824-4180西　とも子 西　とも子 平14. 2. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市打上中町１０番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43703-02359 川口歯科医院 〒572-0086 072-837-5888川口　幸成 川口　幸成 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市松屋町２０番３５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43803-02367 かわしも歯科クリニッ〒572-0824 072-823-1911川下　毅貴 川下　毅貴 平15.12. 1歯   小歯 診療所
     ク 寝屋川市萱島東二丁目１６番２９常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43903-02375 かしたに歯科 〒572-0019 072-834-3372柏谷　雅信 柏谷　雅信 平15.11. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市三井南町１９番２１号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44003-02391 医療法人　金田歯科 〒572-0050 072-828-6480医療法人金田歯科　理金　泰英 平16. 4. 1歯   診療所
     寝屋川市黒原城内町１２番４号 常　勤:    1事長　金田　泰英 移転 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44103-02409 医療法人育歩会　坂井〒572-0084 072-834-6480医療法人育歩会坂井歯坂井　秀明 平16. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 寝屋川市香里南之町１６番１５号常　勤:    6科医院　理事長　坂井 移転 現存
     (歯       6)　秀明 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44203-02417 医療法人おかべ歯科医〒572-0019 072-831-5776医療法人おかべ歯科医岡部　可奈子 平16.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院　おかべ歯科 寝屋川市三井南町２６番２号 常　勤:    2院　理事長　岡部　敦 新規 歯外 現存
     (歯       2)弘 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44303-02425 もりした歯科 〒572-0084 072-832-4182森下　真次 森下　真次 平17. 1. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市香里南之町３０番１号第常　勤:    1 新規 現存
     ３林ビル１階１０７号室 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44403-02433 むらい歯科医院 〒572-0022 072-837-5155村井　幸栄 村井　幸栄 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市緑町３番５号グリーンビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44503-02466 紅露歯科 〒572-0847 072-821-0305紅露　哲生 紅露　哲生 平17. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     寝屋川市高宮新町２番４号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44603-02474 あきやま歯科クリニッ〒572-0030 072-827-2612秋山　美貴 秋山　美貴 平17.11. 1歯   小歯 診療所
     ク 寝屋川市池田本町２０番１３号　常　勤:    1 新規 現存
     ＪＴビル２階 (歯       1) 平29.11. 1
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  44703-02482 医療法人　謙信会　あ〒572-0084 072-835-2233医療法人　謙信会　理中岡　俊智 平18. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     おぞら歯科クリニック寝屋川市香里南之町２７番３０号常　勤:    4事長　中岡　俊智 組織変更 現存
     長楽ビル２階 (歯       4) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44803-02490 辻本歯科医院 〒572-0080 072-832-0418辻本　和男 辻本　和男 平18. 8. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市香里北之町１２番１２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44903-02508 医療法人　足立歯科医〒572-0061 072-826-6534医療法人　足立歯科医足立　隆信 平18. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 寝屋川市長栄寺町４番２４号 常　勤:    2院　理事長　足立　隆 組織変更 現存
     (歯       2)信 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45003-02524 つちや歯科 〒572-0064 072-838-0755土屋　健司 土屋　健司 平19.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     寝屋川市対馬江東町１１番８号立常　勤:    1 新規 現存
     知ビル３階 (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45103-02532 喜多歯科医院 〒572-0081 072-831-0317喜多　一夫 喜多　一夫 平20. 1. 1歯   診療所
     寝屋川市東香里園町３１番２３号常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45203-02540 古川歯科医院 〒572-0044 072-826-6688古川　斎 古川　斎 平20. 7. 1歯   診療所
     寝屋川市清水町４番２４号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45303-02557 医療法人美和会　平成〒572-0837 072-820-4159医療法人美和会　理事小谷　泰子 平21. 6. 1歯   診療所
     歯科クリニック 寝屋川市早子町２１番５号 常　勤:    1長　吉増　隆之 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45403-02565 西川歯科医院 〒572-0838 072-822-1621西川　芽生 西川　芽生 平21. 6. 4歯   診療所
     寝屋川市八坂町６番１１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平27. 6. 4
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45503-02581 かねだ歯科医院 〒572-0032 072-828-0082金田　光秀 金田　光秀 平22. 1. 1歯   診療所
     寝屋川市北大利町２１番１５号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45603-02599 生野歯科医院 〒572-0081 072-831-0580生野　博 生野　博 平22. 1. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市東香里園町２９番４１号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
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  45703-02623 医療法人　まつお矯正〒572-0837 072-822-6474医療法人まつお矯正小松尾　博之 平22. 8.10小歯 診療所
     小児歯科 寝屋川市早子町３番４５号 常　勤:    1児歯科　理事長　松尾 移転 現存
     (歯       1)　博之 平28. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45803-02631 くすのき歯科医院 〒572-0028 072-833-7100楠　哲郎 楠　哲郎 平22.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     寝屋川市日新町１番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45903-02649 松岡歯科医院 〒572-0054 072-803-8291松岡　芳輝 松岡　芳輝 平23. 3. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市下神田町３２番地の７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46003-02656 医療法人　育歩会坂井〒572-0082 072-832-6480医療法人　育歩会坂井藤原　直明 平23. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院　香里園かほ寝屋川市香里本通町８番４号 常　勤:    2歯科医院　理事長　坂 新規 現存
     りまち歯科 (歯       2)井　秀明 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46103-02664 医療法人　紀文会デン〒572-0855 072-880-1234医療法人紀文会　理事平井　宏明 平23. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     タルクリニック 寝屋川市寝屋南２丁目２２番２号常　勤:    1長　向井　紀文 新規 現存
     ビバモール寝屋川モール棟２Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46203-02672 医療法人天紋会　あも〒572-0028 072-830-5005医療法人天紋会　理事天羽　樹 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     うホーム歯科クリニッ寝屋川市日新町３番１５号ホーム常　勤:    2長　天羽　樹 組織変更 現存
     ク ズ寝屋川店内２階 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46303-02680 医療法人明健会　西岡〒572-0863 072-821-0111医療法人明健会　理事西岡　智秀 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科クリニック 寝屋川市明和１丁目１６番１９号常　勤:    1長　西岡　智秀 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46403-02714 石原歯科医院 〒572-0019 072-832-6622石原　久実子 石原　久実子 平23.11.29歯   診療所
     寝屋川市三井南町２６番２１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29.11.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46503-02748 医療法人　かまだ歯科〒572-0833 072-824-8850医療法人かまだ歯科　鎌田　岳志 平24. 1. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市初町２番７号エムウェル常　勤:    2理事長　鎌田　岳志 組織変更 現存
     初町ビル２０１ (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46603-02755 たかやま歯科 〒572-0837 072-820-0322片山　貴史 片山　貴史 平24. 9. 1歯   診療所
     寝屋川市早子町１３－１６　２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46703-02763 あしだ歯科クリニック〒572-0084 072-831-6480蘆田　俊二 蘆田　俊二 平24.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     寝屋川市香里南之町３６－３４ブ常　勤:    1 新規 現存
     ランズタワー香里園ロジュマン１(歯       1) 平24.11. 1
     ０１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46803-02789 大杉歯科医院 〒572-0827 072-822-0328大杉　泰敏 大杉　泰敏 平25. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     寝屋川市萱島本町１４番１５号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46903-02797 医療法人靖正会　萱島〒572-0827 072-822-5454医療法人靖正会　理事黑岡　建志 平25. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     駅前歯科クリニック 寝屋川市萱島本町２０番８号 常　勤:    1長　中村　信一郎 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47003-02821 医療法人　菱友会　ひ〒572-0029 072-833-3431医療法人　菱友会　理菱田　稔 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     しだ歯科クリニック　寝屋川市寿町４８番１２号 常　勤:    6事長　菱田　茂 組織変更 現存
     ホワイトエッセンス香 (歯       6) 平25. 7. 1
     里園
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47103-02839 山本歯科クリニック 〒572-0020 072-801-8241山本　誠 山本　誠 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     寝屋川市田井西町１９番１７号プ常　勤:    2 新規 現存
     ランドール１階 (歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47203-02847 医療法人高真会　おか〒572-0076 072-801-8001医療法人高真会　理事岡田　高明 平26. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     だ歯科・矯正歯科 寝屋川市仁和寺本町４丁目１０番常　勤:    2長　岡田　高明 組織変更 現存
     ３２号 (歯       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47303-02854 かしわせ歯科クリニッ〒572-0837 072-821-4618柏瀬　善隆 柏瀬　善隆 平26. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 寝屋川市早子町１２－１０エルグ常　勤:    1 新規 現存
     レース寝屋川１Ｆ (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
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  47403-02862 飯島歯科 〒572-0042 072-813-7011飯島　攝二 飯島　攝二 平26. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     寝屋川市東大利町３－１１ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47503-02888 香里園レジデンス歯科〒572-0082 072-802-2000土井　幹夫 土井　幹夫 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     　矯正歯科 寝屋川市香里本通町８－１－３０常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47603-02912 よしなか歯科医院 〒572-0829 072-825-0118吉中　尚之 吉中　尚之 平26.11. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市萱島信和町２１－９－１常　勤:    1 新規 現存
     ０１ (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47703-02920 医療法人鵬誠会　まこ〒572-0848 072-825-4618医療法人鵬誠会　理事中島　誠 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     と歯科クリニック 寝屋川市秦町３９番１号明和ビル常　勤:    2長　中島　誠 組織変更 現存
     １階 (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47803-02938 木村歯科 〒572-0827 072-822-1518木村　紀彦 木村　紀彦 平27. 1. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市萱島本町７番１２号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47903-02953 医療法人ひなた会　ひ〒572-0030 072-830-6480医療法人ひなた会　理伊神　十郎 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     なた歯科クリニック 寝屋川市池田本町２２番５号 常　勤:    1事長　伊神　十郎 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48003-02961 竹内歯科医院 〒572-0085 072-832-3221竹内　秀一 竹内　秀一 平28. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     寝屋川市香里新町２０番１３号竹常　勤:    1 継承 現存
     内ビル１階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48103-02995 医療法人茜会　かわさ〒572-0042 072-803-7016医療法人茜会　理事長河﨑　真也 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     き歯科医院 寝屋川市東大利町１１番４号 常　勤:    3　河﨑　真也 組織変更 現存
     (歯       3) 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48203-03001 おがた歯科医院 〒572-0086 072-800-8012小縣　順一 小縣　順一 平28. 9.27歯   小歯 歯外診療所
     寝屋川市松屋町１３番１号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平28. 9.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48303-03019 医療法人友栄会　ゆう〒572-0035 072-839-0648医療法人友栄会　理事野村　有希 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科クリニック 寝屋川市池田旭町２４番２３号 常　勤:    1長　奥田　友郁 継承 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48403-03027 よしとみ歯科 〒572-0858 072-800-5588吉富　啓一 吉富　啓一 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     寝屋川市打上元町１４番１２号２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48503-03035 佐々木歯科 〒572-0082 072-800-3488佐々木　宏 佐々木　宏 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     寝屋川市香里本通町１０番２３号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48603-03043 医療法人秀明会　かに〒572-0052 072-830-5555医療法人秀明会　理事可兒　憲明 平29. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科 寝屋川市上神田１丁目３７番２７常　勤:    1長　可兒　憲明 組織変更 歯外 現存
     号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48704-00344 橋本歯科クリニック 〒552-0014 06-6572-3575橋本　髙明 橋本　髙明 昭38.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市港区八幡屋三丁目１番２０常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48804-00369 田歯科医院 〒552-0016 06-6571-3450吉田　耕次 田　耕次 昭39. 7. 1歯   診療所
     大阪市港区三先一丁目１０番２２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48904-00450 田中歯科医院 〒552-0007 06-6572-5856飯道　利幸 飯道　利幸 昭41. 5. 1歯   診療所
     大阪市港区弁天一丁目６番３７号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49004-00476 溝口歯科医院 〒552-0007 06-6572-2231溝口　修 溝口　修 昭42. 3. 1歯   診療所
     大阪市港区弁天４－６－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49104-00542 安藤歯科医院 〒552-0003 06-6572-3961安藤　修三 安藤　修三 昭46.12. 1歯   診療所
     大阪市港区磯路三丁目２０番地－常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49204-00633 岡正歯科 〒552-0007 06-6574-1662岡正　彦一 岡正　彦一 昭49.11. 1歯   診療所
     大阪市港区弁天三丁目４番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
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  49304-00658 田崎歯科医院 〒552-0003 06-6575-0418田崎　恵司 田崎　恵司 昭52. 5. 1歯   診療所
     大阪市港区磯路二丁目１番２０号常　勤:    1 新規 現存
     大和ビル１７号館 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49404-00708 小田歯科医院 〒552-0023 06-6571-2037小田　雅裕 小田　雅裕 昭56. 3. 1歯   診療所
     大阪市港区港晴三丁目１番８号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49504-00740 橋本歯科医院 〒552-0003 06-6576-0168橋本　幸一 橋本　幸一 昭57. 9. 1歯   診療所
     大阪市港区磯路二丁目２２番２０常　勤:    1 新規 現存
     号ドムール北市岡１１３号 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49604-00781 田川歯科医院 〒552-0002 06-6581-5843田川　キヌ 田川　キヌ 昭58.12. 4歯   診療所
     大阪市港区市岡元町二丁目１番７常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平28.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49704-00799 藤岡歯科医院 〒552-0012 06-6571-2143藤岡　俊二 藤岡　俊二 昭59. 4. 1歯   診療所
     大阪市港区市岡一丁目１１番２号常　勤:    1 継承 現存
     今郷マンション１階 (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49804-00807 三好歯科医院 〒552-0016 06-6571-5070三好　秀幸 三好　秀幸 昭59.11. 1歯   診療所
     大阪市港区三先一丁目４番５号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49904-00823 エナミ歯科医院 〒552-0023 06-6574-1184榎並　達雄 榎並　達雄 昭60. 9. 1歯   診療所
     大阪市港区港晴二丁目３番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50004-00849 おざさ歯科 〒552-0015 06-6574-5155尾笹　滋之 尾笹　滋之 昭61. 9. 1歯   診療所
     大阪市港区池島一丁目３番５３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50104-00856 金山歯科医院 〒552-0016 06-6571-3503金山　浩一 金山　浩一 昭62. 5. 1歯   診療所
     大阪市港区三先二丁目１３番２７常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50204-00864 服部歯科医院 〒552-0003 06-6575-2838服部　光弘 服部　光弘 昭62.10. 1歯   診療所
     大阪市港区磯路三丁目６番１１番常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50304-00898 平松歯科医院 〒552-0015 06-6572-8682平松　欣幸 平松　欣幸 昭63. 2. 1歯   診療所
     大阪市港区池島二丁目３番１９号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50404-00922 越智歯科医院 〒552-0015 06-6574-7208越智　亨 越智　亨 昭63.12. 1歯   診療所
     大阪市港区池島一丁目３番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50504-00930 こんだ歯科医院 〒552-0012 06-6573-1182紺田　益寛 紺田　益寛 平元. 3. 1歯   診療所
     大阪市港区市岡一丁目４番２６号常　勤:    1 新規 現存
     ユニハイム市岡２館１０１号室 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50604-00955 井上歯科 〒552-0014 06-6573-8211井上　良洋 井上　良洋 平 2. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市港区八幡屋一丁目１番１７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50704-00963 牛田歯科医院 〒552-0003 06-6572-8241牛田　賢治 牛田　賢治 平 3. 7. 1歯   診療所
     大阪市港区磯路三丁目２６番６号常　勤:    1 新規 現存
     三徳船舶ビル１階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50804-00997 医療法人　健港会　な〒552-0001 06-6583-4182医療法人　健港会　な田村　邦宏 平 7. 1. 1歯   診療所
     みよけ歯科医院 大阪市港区波除三丁目５番１５号常　勤:    4みよけ歯科医院　理事 組織変更 現存
     ハイツプリンス１階 (歯       3)長　田村　邦宏 平28. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50904-01003 丹田歯科医院 〒552-0004 06-6571-2313丹田　博巳 丹田　博巳 平 8. 5. 1歯   診療所
     大阪市港区夕凪一丁目１７番９号常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51004-01011 丹田歯科医院 〒552-0001 06-6583-1458丹田　和哉 丹田　和哉 平 9.12. 1歯   診療所
     大阪市港区波除三丁目１番７号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51104-01029 さぬい歯科 〒552-0007 06-6577-2220讃井　茂行 讃井　茂行 平10. 9. 1歯   診療所
     大阪市港区弁天二丁目１番８号弁常　勤:    1 新規 現存
     天コーポ１階１０３号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51204-01037 まつもと歯科医院 〒552-0012 06-6576-1414松本　久治 松本　久治 平11. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市港区市岡二丁目１０番２０常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 5. 1
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  51304-01052 西崎歯科医院 〒552-0005 06-6572-4985西崎　誠 西崎　誠 平11. 8.16歯   診療所
     大阪市港区田中一丁目１３番１８常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平29. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51404-01078 平尾歯科医院 〒552-0004 06-6599-0525平尾　清司 平尾　清司 平12. 1. 1歯   診療所
     大阪市港区夕凪二丁目１０番２４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51504-01086 中阪歯科医院 〒552-0023 06-6577-3737中阪　雅昭 中阪　雅昭 平12. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市港区港晴三丁目１番１２号常　勤:    1 新規 現存
     ＰＡＲＫ　ＣＩＴＹ朝潮橋１階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51604-01144 いのうち歯科医院 〒552-0007 06-6572-0648井内　裕子 井内　裕子 平15. 2. 1歯   診療所
     大阪市港区弁天五丁目８番１７号常　勤:    1 新規 現存
     アビタシオン弁天町１階 (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51704-01177 こう歯科クリニック 〒552-0021 06-6573-6817孔　祥忠 孔　祥忠 平16. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市港区築港三丁目５番７号ア常　勤:    1 新規 現存
     クアフィールド２階 (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51804-01185 むらかみ歯科クリニッ〒552-0007 06-6571-4618村上　崇 村上　崇 平17. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市港区弁天四丁目６番１４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51904-01193 医療法人　中山歯科医〒552-0001 06-6581-6719医療法人中山歯科医院中山　幸男 平18. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 大阪市港区波除二丁目５番１９号常　勤:    1　理事長　中山　幸男 組織変更 矯歯 現存
     　第二ひかりハイツ１階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52004-01235 医療法人英誠会　弁天〒552-0007 06-6577-6480医療法人英誠会　理事岡　昌希 平20.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     町歯科 大阪市港区弁天一丁目３番３号ク常　勤:    1長　磯田　良英 新規 現存
     ロスシティ弁天町２階 (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52104-01243 広垣歯科医院 〒552-0014 06-6585-7841廣垣　靖 廣垣　靖 平21. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大阪市港区八幡屋二丁目６番１の常　勤:    1 新規 現存
     １０９ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52204-01250 森島歯科 〒552-0003 06-6572-6475森島　照雄 森島　照雄 平22.12. 1歯   診療所
     大阪市港区磯路二丁目１２番１号常　勤:    1 新規 現存
     棟１１９号 (歯       1) 平28.12. 1
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  52304-01276 岡本歯科クリニック 〒552-0011 06-7492-2101岡本　亜希子 岡本　亜希子 平23. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市港区南市岡３丁目５番３２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52404-01284 医療法人恒生堂　とみ〒552-0023 06-6572-1182医療法人恒生堂　理事冨本　昌之 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     もと歯科医院 大阪市港区港晴４丁目１番１０号常　勤:    2長　冨本　昌之 組織変更 現存
     辻産業第６ビル１階 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52504-01292 わきさか歯科・矯正歯〒552-0003 06-6599-0006和氣坂　六義 和氣坂　六義 平23.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 大阪市港区磯路３丁目１番２号い常　勤:    2 移転 歯外 現存
     そじＭＫビル１階 (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52604-01300 医療法人　禄士会　大〒552-0021 06-6573-8467医療法人　禄士会　理大谷　弘 平25. 1. 1歯   診療所
     谷歯科　港 大阪市港区築港４丁目８番３号 常　勤:    2事長　大谷　弘 組織変更 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52704-01318 みなと通り歯科クリニ〒552-0003 06-6572-4182山内　理司 山内　理司 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 大阪市港区磯路１丁目１番地１号常　勤:    1 新規 現存
     エトワール市岡１階 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52804-01326 おがわ歯科 〒552-0002 06-6584-2525小川　哲 小川　哲 平25. 5. 1歯   診療所
     大阪市港区市岡元町２丁目６番２常　勤:    1 新規 現存
     ４号ルミエール市岡１０１号室 (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52904-01334 土橋歯科医院 〒552-0002 06-6583-4618土橋　信介 土橋　信介 平25. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市港区市岡元町２丁目３番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53004-01342 医療法人　博誠会　あ〒552-0007 06-6576-1876医療法人　博誠会　理木下　博之 平26. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     おぞら歯科クリニック大阪市港区弁天３丁目１３番１号常　勤:    1事長　木下　博之 組織変更 現存
     ＭＥＧＡドン・キホーテ２Ｆ (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53104-01359 かねだ歯科 〒552-0021 06-6571-0652金田　一弘 金田　一弘 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市港区築港３丁目６番７号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53204-01375 村井歯科医院 〒552-0007 06-6575-1088村井　則明 村井　則明 平28. 6.10歯   診療所
     大阪市港区弁天二丁目６番２６号常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53304-01383 医療法人わくわく会　〒552-0004 06-6563-9599医療法人わくわく会　河野　晃久 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     みなと大人こども歯科大阪市港区夕凪二丁目１番１号サ常　勤:    3理事長　河野　晃久 組織変更 現存
     クリニック ンファミリー夕凪東館１階 (歯       3) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53404-01391 にしお歯科クリニック〒552-0004 06-7507-2082西尾　大典 西尾　大典 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市港区夕凪２丁目１６－９ポ常　勤:    1 継承 現存
     ートビル２Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53504-01409 吉川歯科医院 〒552-0014 06-6571-2351小林　睦昌 小林　睦昌 平29. 8.16歯   小歯 歯外診療所
     大阪市港区八幡屋二丁目４番４号常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平29. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53605-00432 明坂歯科医院 〒594-0023 0725(41)0693明坂　隆令 明坂　隆令 昭49. 4. 1歯   診療所
     和泉市伯太町５－２０－３６ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53705-00531 杉山歯科 〒594-0082 0725-44-7693杉山　毅 杉山　毅 昭52.11. 1歯   診療所
     和泉市富秋町一丁目６番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53805-00564 三輪歯科医院 〒594-1101 0725-55-1167三輪　憲二 三輪　憲二 昭53. 8. 1歯   診療所
     和泉市室堂町５９６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53905-00572 原歯科医院 〒594-0023 0725-44-3129原　正昭 原　正昭 昭53.12. 1歯   診療所
     和泉市伯太町一丁目４番３１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54005-00630 辻中歯科医院 〒594-0013 0725-45-8080辻中　祥晃 辻中　祥晃 昭55. 6. 1歯   診療所
     和泉市鶴山台一丁目３番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54105-00663 河合歯科医院 〒594-0071 0725-43-6828河合　寛良 河合　寛良 昭55.12.25歯   診療所
     和泉市府中町二丁目８番３２号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54205-00689 中逵歯科医院 〒594-0074 0725-43-1422中逵　弘 中逵　弘 昭56. 7. 1歯   診療所
     和泉市小田町二丁目３番４７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54305-00747 中尾歯科医院 〒594-1141 0725(53)1325中尾　正比古 中尾　正比古 昭57. 3. 1歯   診療所
     和泉市春木町８６４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54405-00895 杉本歯科医院 〒594-0031 0725(56)0118杉本　昌史 杉本　昌史 昭61. 3. 1歯   診療所
     和泉市伏屋町一丁目６番３４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54505-00911 堰口歯科医院 〒594-1105 0725(55)3377堰口　義正 堰口　義正 昭61. 4. 1歯   診療所
     和泉市のぞみ野１－３－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54605-00929 森中歯科診療所 〒594-0073 0725-45-7202森中　勝已 森中　勝已 昭61. 5. 1歯   診療所
     和泉市和気町四丁目１番３０号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54705-00945 奥田歯科医院 〒594-1155 0725-53-0622奥田　栄治 奥田　栄治 昭62. 2. 1歯   診療所
     和泉市緑ケ丘一丁目５番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54805-01000 濱田歯科医院 〒594-0023 0725-45-8548濵田　賢司 濵田　賢司 平元. 8. 1歯   診療所
     和泉市伯太町三丁目１番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54905-01026 医療法人　上嶋歯科医〒594-0071 0725-41-6600医療法人上嶋歯科医院上嶋　一之 平元. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 和泉市府中町八丁目４番２２号 常　勤:    1　理事長　上嶋　一之 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55005-01133 吉村歯科医院 〒594-0013 0725-45-6028吉村　幸訓 吉村　幸訓 平 2. 4. 1歯   診療所
     和泉市鶴山台一丁目２２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55105-01141 難波歯科医院 〒594-0013 0725-45-2482難波　明美 難波　明美 平 2. 5. 1歯   診療所
     和泉市鶴山台二丁目１番３棟１０常　勤:    2 継承 現存
     ３号 (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55205-01158 木下歯科クリニック 〒594-0076 0725-41-7325木下　剛一 木下　剛一 平 2. 8. 1歯   小歯 診療所
     和泉市肥子町二丁目２番１号サテ常　勤:    1 新規 現存
     ィ和泉府中２階 (歯       1) 平29. 8. 1
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  55305-01166 上田歯科 〒594-0041 0725-53-1275上田　京子 上田　京子 平 2. 9. 1歯   診療所
     和泉市いぶき野二丁目３２番５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55405-01182 医療法人　カワイ歯科〒594-0003 0725-45-0193医療法人カワイ歯科　河合　博 平 3. 1. 1歯   診療所
     和泉市太町５６５番３号鶴山台ビ常　勤:    1理事長　河合　博 組織変更 現存
     ル２階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55505-01208 きのした歯科 〒594-0083 0725(43)2941木下　一彦 木下　一彦 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     和泉市池上町１－７－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55605-01216 槌屋歯科医院 〒594-1101 0725(57)0648槌屋　茂文 槌屋　茂文 平 3. 5. 1歯   小歯 診療所
     和泉市室堂町１７２３番地　槌屋常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55705-01224 竹内歯科医院 〒594-0073 0725(46)2084竹内　智司 竹内　智司 平 3. 6. 1歯   診療所
     和泉市和気町２－９－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55805-01232 麻野歯科医院 〒594-0022 0725(46)0002麻野　秀明 麻野　秀明 平 3. 6. 1歯   小歯 診療所
     和泉市黒鳥町１－１８－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55905-01281 辻本歯科医院 〒594-1116 0725-56-9917辻本　輝 辻本　輝 平 5. 3. 1歯   診療所
     和泉市納花町２９６番地の１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56005-01299 医療法人かめる会　有〒594-0031 0725-56-8283医療法人かめる会有住有住　和浩 平 5. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     住歯科医院 和泉市伏屋町三丁目２番５３号 常　勤:    2歯科医院　理事長　有 組織変更 現存
     (歯       2)住　和浩 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56105-01331 のばた矯正歯科クリニ〒594-0023 0725-45-7647農端　俊博 農端　俊博 平 6. 4.12矯歯 診療所
     ック 和泉市伯太町１－１３－５２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56205-01349 松村歯科 〒594-0071 0725-44-5520松村　郁夫 松村　郁夫 平 7. 5. 1歯   小歯 診療所
     和泉市府中町五丁目９番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56305-01356 坂口歯科 〒594-0041 0725-55-4330坂口　正人 坂口　正人 平 7. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     和泉市いぶき野四丁目５番エコー常　勤:    1 新規 現存
     ルいずみ北館３階 (歯       1) 平28. 6. 1
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  56405-01364 三木歯科 〒594-1105 0725-57-1184三木　尚 三木　尚 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     和泉市のぞみ野一丁目１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56505-01372 小倉歯科医院 〒594-1151 0725-53-1118小倉　建太郎 小倉　建太郎 平 8. 4. 1歯   診療所
     和泉市唐国町一丁目１８番１号甲常　勤:    1 新規 現存
     陽ビル２階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56605-01380 くぼ歯科 〒594-0061 0725-44-6801久保　茂正 久保　茂正 平 8. 5. 1歯   歯外 診療所
     和泉市弥生町三丁目１６番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56705-01414 藤岡歯科医院 〒594-0003 0725-45-1055藤岡　 夫 藤岡　 夫 平 9. 6. 1歯   診療所
     和泉市太町１５８－２３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56805-01463 藤田歯科医院 〒594-0071 0725-40-3118藤田　利郎 藤田　利郎 平10. 5. 1歯   診療所
     和泉市府中町一丁目１番８号露口常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56905-01497 坂下歯科 〒594-0023 0725-45-9910坂下　和彦 坂下　和彦 平10.12. 1歯   小歯 診療所
     和泉市伯太町二丁目３３番３４号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57005-01513 きしだ歯科 〒594-0023 0725-46-8241岸田　禎史 岸田　禎史 平11. 8. 1歯   診療所
     和泉市伯太町六丁目１１番４０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57105-01521 なかむら歯科 〒594-1116 0725-55-0141中村　光宏 中村　光宏 平11. 7. 2歯   歯外 小歯診療所
     和泉市納花町２３２－１ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57205-01539 竜門歯科北池田診療所〒594-0032 0725-56-6161竜門　陽子 竜門　陽子 平11.12.27歯   診療所
     和泉市池田下町９２５－１１ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29.12.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57305-01547 土井歯科医院 〒594-1151 0725-53-0567土井　厚子 土井　厚子 平12. 8. 1歯   診療所
     和泉市唐国町三丁目１１番３号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  57405-01562 つじ歯科医院 〒594-0062 0725-41-4181 　和也 　和也 平13. 3. 1歯   小歯 診療所
     和泉市寺田町二丁目２番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57505-01596 松尾歯科医院 〒594-0071 0725-41-2220松尾　孝人 松尾　孝人 平14. 3. 1歯   診療所
     和泉市府中町二丁目１番７号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57605-01604 いのうえ歯科医院 〒594-1153 0725-55-7188井上　貴弘 井上　貴弘 平14. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     和泉市青葉台二丁目２番１３号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57705-01612 小山歯科医院 〒594-0071 0725-41-1128小山　浩司 小山　浩司 平14. 7. 1歯   診療所
     和泉市府中町一丁目２番６号 常　勤:    3 継承 現存
     (歯       3) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57805-01620 西口歯科 〒594-0053 0725-44-6223西口　孝二 西口　孝二 平14.12. 1歯   診療所
     和泉市芦部町１００番地の１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57905-01638 医療法人育侑会　花野〒594-1102 0725-56-5064医療法人育侑会　花野花野　茂良 平15. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 和泉市和田町２３０番地の１ 常　勤:    1歯科　理事長　花野　 組織変更 現存
     (歯       1)育子 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58005-01646 いさか歯科 〒594-0002 0725-43-8020井阪　康裕 井阪　康裕 平15. 4. 1歯   診療所
     和泉市上町８２６番地１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58105-01653 武内歯科医院 〒594-0042 0725-46-4618武内　秀之 武内　秀之 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     和泉市箕形町一丁目６番４７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58205-01661 片平歯科医院 〒594-0032 0725-57-7501 平　 俊 平　 俊 平16. 7. 1歯   小歯 診療所
     和泉市池田下町１２２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58305-01679 すぎはら歯科 〒594-1105 0725-55-2241杉原　正明 杉原　正明 平16.11. 1歯   歯外 診療所
     和泉市のぞみ野３丁目１３番５１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  58405-01687 こえだ歯科 〒594-1105 0725-55-8241小枝　一彦 小枝　一彦 平17. 1. 1歯   診療所
     和泉市のぞみ野三丁目１番３０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58505-01695 足立歯科医院 〒594-1101 0725-57-8817足立　誠一郎 足立　誠一郎 平17. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     和泉市室堂町８２４番３６コムボ常　勤:    1 新規 現存
     ックス光明池１階 (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58605-01703 みやざき歯科クリニッ〒594-1105 0725-54-3711宮﨑　憲一 宮﨑　憲一 平17. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 和泉市のぞみ野３丁目１６番３９常　勤:    1 新規 歯外 現存
     号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58705-01729 医療法人　たんぽぽ会〒594-0064 0725-44-6400医療法人　たんぽぽ会深井　太郎 平18. 7. 1歯   診療所
     　歯科てらかどクリニ和泉市寺門町一丁目１８番１０号常　勤:    3　理事長　大嶋　俊一 組織変更 現存
     ック (歯       3) 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58805-01745 ごとう歯科 〒594-0071 0725-41-8181後藤　太一 後藤　太一 平19. 6. 1歯   小歯 診療所
     和泉市府中町二丁目３番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58905-01760 医療法人　岩月歯科医〒594-0071 0725-43-2323医療法人岩月歯科医院長谷川　貴史 平20. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     院　中塚歯科診療所 和泉市府中町三丁目１３番１１号常　勤:    1　理事長　岩月　勇一 新規 現存
     (歯       1)郎 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59005-01778 医療法人　仁藤歯科医〒594-0031 0725-56-1595医療法人仁藤歯科医院仁藤　文彦 平20. 1. 9歯   小歯 歯外診療所
     院 和泉市伏屋町三丁目５番４０号進常　勤:    1　理事長　仁藤　文彦 移転 現存
     化第一ビル (歯       1) 平26. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59105-01786 中村歯科医院 〒594-0071 0725-41-7972中村　慎吾 中村　慎吾 平19.12.12歯   小歯 歯外診療所
     和泉市府中町一丁目５番１３号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平25.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59205-01802 北坂歯科・矯正歯科ク〒594-1153 0725-56-6075北坂　晶子 北坂　晶子 平20.10.22歯   小歯 歯外診療所
     リニック 和泉市青葉台三丁目６番１０号 常　勤:    2 継承 矯歯 現存
     (歯       2) 平26.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59305-01810 竜門歯科医院 〒594-0071 0725-43-0162竜門　宏 竜門　宏 平21. 1. 1歯   診療所
     和泉市府中町三丁目４番９号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
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  59405-01828 かんの歯科クリニック〒594-1101 0725-57-6480貫野　真司 貫野　真司 平21. 4. 1歯   小歯 診療所
     和泉市室堂町６０８番４０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59505-01844 にしの歯科クリニック〒594-0082 0725-45-6959西野　武四 西野　武四 平21.11. 1歯   小歯 診療所
     和泉市富秋町一丁目８番３２号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59605-01885 すぎやま歯科 〒594-1106 0725-51-3222杉山　英紀 杉山　英紀 平22. 7. 1歯   小歯 診療所
     和泉市はつが野二丁目８番２号　常　勤:    1 新規 現存
     １階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59705-01893 おがた歯科医院 〒594-0002 0725-46-4180緒方　博逹 緒方　博逹 平22. 9. 1歯   小歯 診療所
     和泉市上町４３６番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59805-01927 石田歯科医院 〒594-1111 0725-56-5137石田　直人 石田　直人 平23. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     和泉市光明台三丁目５番７号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59905-01943 わかまつ歯科 〒594-0076 0725-41-4118若松　宏 若松　宏 平23. 7. 1歯   小歯 診療所
     和泉市肥子町２丁目５番５４号サ常　勤:    1 新規 現存
     ラスバティー肥子１０１号室 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60005-01950 医療法人裕凛会　たか〒594-0041 0725-58-3737医療法人裕凛会　理事高　直樹（高山直樹）平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     やま歯科医院 和泉市いぶき野５丁目１番２号ｐ常　勤:    3長　髙山　直樹 組織変更 現存
     ｉｖｏ和泉中央１階 (歯       3) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60105-01968 こう歯科クリニック 〒594-0071 0725-40-3131足立　康 足立　康 平23.11. 1歯   小歯 診療所
     和泉市府中町一丁目２０番１号フ常　勤:    1 新規 現存
     チュール和泉２階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60205-01976 おかもと歯科診療所 〒594-1106 0725-54-0418岡本　聡 岡本　聡 平24. 3. 1歯   小歯 診療所
     和泉市はつが野１丁目４４番１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60305-02008 いけぶち歯科医院 〒594-0071 0725-41-0437池淵　 三 池淵　 三 平24. 5.26歯   小歯 歯外診療所
     和泉市府中町４丁目５番１８号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 5.26
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  60405-02016 Ｊｉｎ　Ｍｅｉ　Ｄｅ〒594-0041 0725-92-5758 平24.10. 1歯   歯外 診療所
     ｎｔａｌ　Ｃｌｉｎｉ和泉市いぶき野４丁目５番１９ 常　勤:    1 新規 現存
     ｃ (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60505-02024 ふくどめ歯科 〒594-0071 0725-41-0200福留　健太郎 福留　健太郎 平24.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     和泉市府中町８６１番地の２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60605-02032 かんばら歯科医院 〒594-0031 0725-55-4182神原　浩一 神原　浩一 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     和泉市伏屋町３丁目７番９号ＩＳ常　勤:    1 新規 現存
     ビル１０２号 (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60705-02040 西川歯科医院 〒594-1127 0725-92-8710西川　俊 西川　俊 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     和泉市小野田町１９２番６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60805-02057 ほそはら歯科医院 〒594-0071 0725-41-0777細原　政俊 細原　政俊 平25. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     和泉市府中町６丁目１４番８号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60905-02065 医療法人　三咲会　ハ〒594-1151 0725-54-0860医療法人　三咲会　理 野　公紀 平25.10. 1歯   診療所
     ローデンタルクリニッ和泉市唐国町２丁目７－６４アミ常　勤:    1事長　永谷　俊介 組織変更 現存
     ク ューレット和泉中央２０２号室 (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:   11
     (歯      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61005-02073 こころ歯科クリニック〒594-0071 0725-41-0556梶浦　久仁洋 梶浦　久仁洋 平25.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     和泉市府中町７丁目１番９号－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61105-02081 ほりうち歯科 〒594-0003 0725-41-6559堀内　勇士 堀内　勇士 平26. 1. 1歯   小歯 診療所
     和泉市太町３３番５号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61205-02115 パンダ歯科医院 〒594-1106 0725-53-4181金岡　昌燁 金岡　昌燁 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     和泉市はつが野３丁目１２番５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  61305-02123 医療法人清健会　和泉〒594-0041 0725-58-2525医療法人清健会　理事松田　知夏 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     中央ニコニコ歯科 和泉市いぶき野５丁目１番１号 常　勤:    1長　野本　健作 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61405-02131 医療法人　さかぐち歯〒594-1106 0725-53-3672医療法人さかぐち歯科阪口　宗光 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     科医院 和泉市はつが野１丁目４９番５ 常　勤:    2医院　理事長　阪口　 組織変更 現存
     (歯       2)宗光 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61505-02156 きらめき歯科 〒594-0032 0725-92-8118西田　康訓 西田　康訓 平27. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     和泉市池田下町３２１６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61605-02164 井上歯科医院 〒594-0083 0725-41-0044井上　華子 井上　華子 平27. 5. 1歯   小歯 診療所
     和泉市池上町１丁目７番２０号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61705-02172 ひらい歯科クリニック〒594-0003 0725-41-0999平居　慎也 平居　慎也 平28. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     和泉市太町２７２番地の１　サン常　勤:    1 新規 現存
     フラットあい１階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61805-02180 前田歯科医院 〒594-1151 0725-54-3393前田　昌紀 前田　昌紀 平28. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     和泉市唐国町一丁目１０番２９号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61905-02198 医療法人井上歯科医院〒594-0041 0725-57-8241医療法人井上歯科医院井上　崇徳 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     　いぶきのデンタルク和泉市いぶき野二丁目１１番７号常　勤:    1　理事長　井上　憲一 新規 現存
     リニック (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62005-02206 あさひ歯科 〒594-0071 0725-45-7004木平　麻希 木平　麻希 平29. 2. 1歯   診療所
     和泉市府中町八丁目３－２９ロイ常　勤:    1 継承 現存
     ヤル和泉パートⅠ　１階 (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62105-02214 医療法人　ひかり歯科〒594-1106 0725-92-8814医療法人ひかり歯科医久保　明良 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     医院 和泉市はつが野二丁目３番１号 常　勤:    1院　理事長　久保　明 組織変更 現存
     (歯       1)良 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  62205-02222 もり歯科医院 〒594-0005 0725-41-0277森　博 森　博 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     和泉市幸３丁目１０番３３号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62305-02230 医療法人　にしだ歯科〒594-0023 0725-44-1188医療法人にしだ歯科ク西田　耕介 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 和泉市伯太町六丁目１１番４５号常　勤:    1リニック　理事長　西 組織変更 現存
     (歯       1)田　耕介 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62406-00281 高橋歯科医院 〒595-0031 0725-22-3194高橋　正生 高橋　正生 昭50.11. 1歯   診療所
     泉大津市我孫子６８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62506-00364 佐藤歯科診療所 〒595-0006 0725-32-5530佐藤　文夫 佐藤　文夫 昭54.12. 1歯   診療所
     泉大津市東助松町一丁目１３番１常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62606-00380 貫野歯科医院 〒595-0006 0725-21-0651貫野　恒和 貫野　恒和 昭55. 7. 1歯   診療所
     泉大津市東助松１－３２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62706-00398 八木歯科クリニック 〒595-0023 0725-23-0252八木　正 八木　正 昭56. 3. 1歯   診療所
     泉大津市豊中町一丁目８番８号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62806-00406 みやざき歯科診療所 〒595-0023 0725-23-0501宮崎　邦彦 宮崎　邦彦 昭56. 4. 1歯   診療所
     泉大津市豊中町一丁目４番７号 常　勤:    2 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62906-00455 洪歯科医院 〒595-0065 0725(33)4182洪　昌助 洪　昌助 昭58. 1. 1歯   診療所
     泉大津市若宮町１番１２号　ジョ常　勤:    1 新規 現存
     リエビル２階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63006-00463 髙橋内科歯科クリニッ〒595-0014 0725-23-3432髙橋　典章 髙橋　典章 昭58. 7. 1内   歯   矯歯診療所
     (06-60461 ) ク 泉大津市寿町９番地３０号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63106-00471 中田歯科医院 〒595-0011 0725-22-0661中田　正義 中田　正義 昭58. 7. 1歯   診療所
     泉大津市曽根町三丁目１番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
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  63206-00497 村田歯科 〒595-0015 0725-21-2151村田　肇 村田　肇 昭59. 5. 1歯   診療所
     泉大津市二田町三丁目３番１０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63306-00513 黒田歯科医院 〒595-0065 0725-32-3752黒田　収平 黒田　収平 昭59. 7. 1歯   診療所
     泉大津市若宮町６番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63406-00547 川崎歯科 〒595-0006 0725(32)5055川崎　卓也 川崎　卓也 昭60. 2. 1歯   小歯 診療所
     泉大津市東助松町１丁目８番２５常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63506-00554 磯田歯科医院 〒595-0006 0725(21)1041磯田　一聖 磯田　一聖 昭60. 6. 1歯   診療所
     泉大津市東助松町２－９－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63606-00562 小滝歯科医院 〒595-0031 0725-21-1160小滝　卓信 小滝　卓信 昭62. 5. 1歯   診療所
     泉大津市我孫子１６０番地５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63706-00596 木下歯科医院 〒595-0012 0725-33-8711木下　桂 木下　桂 昭63.10. 1歯   診療所
     泉大津市北豊中町二丁目１４番２常　勤:    1 新規 現存
     １号ハイム北豊中１階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63806-00612 医療法人　西村歯科 〒595-0021 0725-44-7788医療法人西村歯科　理西村　 行 昭64. 1. 1歯   診療所
     泉大津市東豊中町一丁目５番５５常　勤:    2事長　西村　 行 組織変更 現存
     号 (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63906-00646 髙橋小児歯科 〒595-0014 0725-21-9526髙橋　靖子 髙橋　靖子 平元. 2. 1小歯 診療所
     泉大津市寿町９番３０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64006-00653 柿本歯科 〒595-0062 0725-21-8148柿本　忠秀 柿本　忠秀 平元.12. 1歯   診療所
     泉大津市田中町１番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64106-00687 医療法人二世会　中村〒595-0025 0725-21-8361医療法人　二世会　理中村　 子 平 2. 7. 1歯   診療所
     歯科医院 泉大津市旭町２１番２７号 常　勤:    2事長　中村　 子 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
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  64206-00711 木下歯科医院 〒595-0063 0725(21)7733木下　尚樹 木下　尚樹 平 3. 6. 1歯   診療所
     泉大津市本町１－６ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64306-00745 小西デンタルクリニッ〒595-0021 0725-43-8055小西　康三 小西　康三 平 5.10. 1歯   診療所
     ク 泉大津市東豊中町一丁目８番７号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64406-00752 ほりぐち歯科医院 〒595-0006 0725-31-1010堀口　浩 堀口　浩 平 6.11. 1歯   小歯 診療所
     泉大津市東助松町四丁目２番３３常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64506-00778 多田歯科医院 〒595-0072 0725-31-4730多田　逸 多田　逸 平 7. 7. 1歯   診療所
     泉大津市松之浜町二丁目７番２８常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64606-00802 青木歯科医院 〒595-0041 0725-32-3259青木　茂樹 青木　茂樹 平 8. 1. 1歯   診療所
     泉大津市戎町３番２１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64706-00810 ヤマダ矯正歯科 〒595-0025 0725-22-8558山田　尋士 山田　尋士 平 8.10. 1矯歯 診療所
     泉大津市旭町１８番３号アルザ２常　勤:    1 新規 現存
     階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64806-00828 杉岡歯科医院 〒595-0016 0725-22-6471杉岡　憲次 杉岡　憲次 平 8.11. 1歯   小歯 診療所
     泉大津市条南町９番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64906-00877 クロダ歯科クリニック〒595-0062 0725-32-7585黒田　裕史 黒田　裕史 平12. 6. 1歯   診療所
     泉大津市田中町８番２１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65006-00885 朝隈歯科医院 〒595-0015 0725-32-5350朝隈　敏行 朝隈　敏行 平12. 9. 1歯   診療所
     泉大津市二田町一丁目１３番２号常　勤:    2 移転 現存
     あすと松之浜２階 (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65106-00893 タケヤマ歯科 〒595-0025 0725-33-8049竹山　煥一 竹山　煥一 平12.10. 2歯   診療所
     泉大津市旭町１６番４号ブランミ常　勤:    1 移転 現存
     ュールＩＭＡＩ２階西側 (歯       1) 平24.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65206-00927 杉山歯科 〒595-0037 0725-23-0034関　尚子 関　尚子 平13. 1. 1歯   診療所
     泉大津市虫取町一丁目５番１－１常　勤:    2 継承 現存
     ０６ (歯       2) 平25. 1. 1
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  65306-00943 坂下歯科 〒595-0005 0725-31-2500坂下　元彦 坂下　元彦 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     泉大津市森町一丁目４番３２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65406-00950 医療法人真栄会　濵田〒595-0025 0725-32-0913医療法人真栄会　理事濵田　透 平15. 1. 1歯   診療所
     歯科医院 泉大津市旭町２０番５号 常　勤:    1長　濵田　透 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65506-00984 まるお歯科 〒595-0024 0725-20-0777丸尾　賢彦 丸尾　賢彦 平16. 1. 1歯   小歯 診療所
     泉大津市池浦町一丁目１２番１０常　勤:    1 新規 現存
     号１階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65606-00992 かじ歯科医院 〒595-0071 0725-31-0888梶　広行 梶　広行 平16. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     泉大津市助松町一丁目１番２３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65706-01008 浜本歯科医院 〒595-0017 0725-32-5556濵本　和俊 濵本　和俊 平16. 8. 1歯   小歯 診療所
     泉大津市池園町５番２４号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65806-01024 医療法人豊生会　なぎ〒595-0055 0725-22-4976医療法人豊生会　理事加藤　申子 平18. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     さ歯科 泉大津市なぎさ町２番５－２号 常　勤:    1長　山田　一夫 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65906-01032 片山歯科医院 〒595-0005 0725-23-1182片山　昌保 片山　昌保 平18. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     泉大津市森町一丁目１３番１３号常　勤:    1 移転 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66006-01040 医療法人　岩月歯科医〒595-0025 0725-31-2212医療法人　岩月歯科医橋本　太輔 平18. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     院　泉大津診療所 泉大津市旭町７番２７号 常　勤:    3院　理事長　岩月　勇 新規 現存
     (歯       3)一郎 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66106-01057 中南歯科医院 〒595-0025 0725-20-1234中南　匡史 中南　匡史 平18.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     泉大津市旭町２３番４４号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66206-01065 じんや歯科クリニック〒595-0026 0725-22-3222神谷　信司 神谷　信司 平19.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     泉大津市東雲町１４番４７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66306-01081 としな歯科医院 〒595-0024 0725-22-4182年名　淳 年名　淳 平21. 5. 1歯   診療所
     泉大津市池浦町二丁目６番２９号常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
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  66406-01099 医療法人和洲会　和洲〒595-0024 0725-33-2000医療法人和洲会　理事横田　浩之 平22. 1. 1歯   診療所
     会クリニック 泉大津市池浦町四丁目６番３５号常　勤:    1長　横田　浩之 組織変更 現存
     木村メリヤス株式会社事務所ビル(歯       1) 平28. 1. 1
     １階 非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66506-01107 おくくぼ歯科 〒595-0062 0725-58-6482奥窪　承 奥窪　承 平23. 4.25歯   小歯 診療所
     泉大津市田中町１０番１号千百松常　勤:    1 新規 現存
     ビル　２Ｆ (歯       1) 平29. 4.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66606-01115 医療法人　むらかみ歯〒595-0072 0725-23-7888医療法人　むらかみ歯村上　雅英 平24.11. 5歯   小歯 診療所
     科 泉大津市松之浜町一丁目１番１５常　勤:    1科　理事長　村上　雅 移転 現存
     －１号 (歯       1)英 平24.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66706-01123 あかさき歯科医院 〒595-0064 0725-21-1909赤﨑　文彦 赤﨑　文彦 平25.10. 1歯   診療所
     泉大津市神明町３番２２号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66806-01149 医療法人眞一会　まご〒595-0006 0725-31-8556医療法人眞一会　理事野津　繁生 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ころ歯科 泉大津市東助松町２丁目１０－８常　勤:    2長　野津　繁生 組織変更 現存
     松内ビル (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66906-01156 下出歯科 〒595-0002 0725-33-8118下出　一夫 下出　一夫 平26.12. 1歯   小歯 診療所
     泉大津市末広町１丁目８番１０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67006-01164 中森歯科診療所 〒595-0025 0725-23-1180中森　克史 中森　克史 平28. 9.24歯   歯外 診療所
     泉大津市旭町１８番３号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67106-01172 わたなべ歯科医院 〒595-0025 0725-90-5454渡辺　茂文 渡辺　茂文 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     泉大津市旭町１－２４　旭ヒルズ常　勤:    1 新規 現存
     １階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67207-00115 千葉歯科医院 〒586-0018 0721-52-5033千葉　亮 千葉　亮 昭42. 8. 1歯   診療所
     河内長野市千代田南町８番２０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67307-00198 椋本歯科医院 〒586-0032 0721-54-6515椋本　寛 椋本　寛 昭50. 8. 1歯   診療所
     河内長野市栄町２７番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  67407-00255 田中歯科医院 〒586-0068 0721-55-6351田中　延司 田中　延司 昭52.11. 1歯   診療所
     河内長野市北青葉台２３番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67507-00313 洲嵜歯科医院 〒586-0034 0721-62-6467洲嵜　勝 洲嵜　勝 昭55. 8. 1歯   診療所
     河内長野市上田町２０番６号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67607-00339 中谷歯科医院 〒586-0016 0721-55-1511中谷　勝彦 中谷　勝彦 昭56. 9. 1歯   診療所
     河内長野市西代町１２番４３号太常　勤:    1 新規 現存
     洋ビル２階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67707-00347 西浦歯科医院 〒586-0037 0721(53)8841西浦　猛 西浦　猛 昭57. 3. 1歯   診療所
     河内長野市上原町９５６－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67807-00420 牧野歯科医院 〒586-0032 0721-52-2403牧野　仁志 牧野　仁志 昭60. 4. 1歯   小歯 診療所
     河内長野市栄町６番２１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67907-00446 フルヤ歯科医院 〒586-0001 0721-52-4618古谷　昌義 古谷　昌義 昭61.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     河内長野市木戸一丁目６番２２号常　勤:    4 新規 現存
     (歯       4) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68007-00461 梅崎歯科 〒586-0009 0721-53-9222梅﨑　晋吾 梅崎　晋吾 昭62. 3. 1歯   診療所
     河内長野市木戸西町二丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68107-00479 上堂歯科医院 〒586-0015 0721-52-5552上堂　友義 上堂　友義 昭62. 4. 1歯   診療所
     河内長野市本町８番地１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68207-00511 永田歯科医院 〒586-0077 0721(63)6363永田　 弘 永田　 弘 昭63. 6. 1歯   診療所
     河内長野市南花台１－１－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68307-00537 シバモト歯科 〒586-0014 0721-55-0418芝本　典久 芝本　典久 平元. 4. 1歯   診療所
     河内長野市長野町５番１－１０２常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  68407-00552 上嶋歯科医院 〒586-0077 0721-62-3670上嶋　博之 上嶋　博之 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     河内長野市南花台三丁目６番１０常　勤:    1 新規 現存
     号南花台ショッピングセンター２(歯       1) 平28. 7. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68507-00586 医療法人仁泉会　近藤〒586-0043 0721-63-5277医療法人仁泉会　理事近藤　保麿 平 2. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 河内長野市清見台五丁目１０番１常　勤:    1長　近藤　保麿 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68607-00610 尾畑歯科医院 〒586-0048 0721-65-6404尾畑　弘臣 尾畑　弘臣 平 2.10. 1歯   小歯 診療所
     河内長野市三日市町１３９番１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68707-00669 土居歯科医院 〒586-0024 0721-56-5319土居　一仁 土居　一仁 平 3.12. 1歯   診療所
     河内長野市西之山町４番２３号シ常　勤:    1 新規 現存
     ティサイドガーデンアルトリーベ(歯       1) 平27.12. 1
     ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68807-00685 西川歯科医院 〒586-0024 0721-52-2202西川　義公 西川　義公 平 4. 3. 1歯   診療所
     河内長野市西之山町４番８号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68907-00701 うつみ歯科医院 〒586-0095 0721-56-0118松下　裕子 松下　裕子 平 4.12. 1歯   診療所
     河内長野市あかしあ台一丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     １８号西井ビル１階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69007-00727 医療法人　南歯科医院〒586-0014 0721-55-1081医療法人南歯科医院　南　和延 平 5. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     河内長野市長野町３番１号 常　勤:    6理事長　南　和延 組織変更 現存
     (歯       6) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69107-00743 近藤歯科医院 〒586-0011 0721-53-6480近藤　基 近藤　基 平 5. 7. 1歯   小歯 診療所
     河内長野市汐の宮町９２番１４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69207-00776 たに歯科医院 〒586-0024 0721-56-4181谷　英樹 谷　英樹 平 6. 6. 1歯   診療所
     河内長野市西之山町６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69307-00792 中田歯科医院 〒586-0068 0721-63-3964中田　剛 中田　剛 平 6.10. 1歯   診療所
     河内長野市北青葉台４番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
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  69407-00800 藤田歯科医院 〒586-0044 0721-68-8948藤田　進 藤田　進 平 7.10. 1歯   診療所
     河内長野市美加の台一丁目３４番常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69507-00826 くにし歯科医院 〒586-0006 0721-55-6777國司　知伸 國司　知伸 平 8. 6. 1歯   小歯 診療所
     河内長野市松ケ丘中町１３１７番常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69607-00834 三浦歯科医院 〒586-0042 0721-64-8036三浦　伸紀 三浦　伸紀 平 9. 3. 1歯   小歯 診療所
     河内長野市日東町１６番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69707-00842 坂口歯科医院 〒586-0002 0721-54-6328坂口　健一 坂口　健一 平 9. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     河内長野市市町７６４番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69807-00859 いまい歯科クリニック〒586-0092 0721-55-7177今井　博史 今井　博史 平 9. 6. 1歯   小歯 診療所
     河内長野市南貴望ケ丘１８－１８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69907-00875 寒川歯科医院 〒586-0015 0721-54-1668寒川　享明 寒川　享明 平 9. 9. 1歯   診療所
     河内長野市本町２２番２０号優智常　勤:    2 移転 現存
     ビル１階 (歯       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70007-00891 あすか歯科医院 〒586-0044 0721-69-0648天方　智香 天方　智香 平10. 1. 1歯   小歯 診療所
     河内長野市美加の台一丁目３８番常　勤:    2 新規 現存
     ４号 (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70107-00917 こうの歯科医院 〒586-0001 0721-53-8606河野　一郎 河野　一郎 平10.12. 1歯   小歯 診療所
     河内長野市木戸一丁目８番１号千常　勤:    1 新規 現存
     代田プラザ１階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70207-00925 中家歯科医院 〒586-0034 0721-62-2485中家　章 中家　章 平11. 1. 1歯   診療所
     河内長野市上田町９３－７ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70307-00933 生地歯科医院 〒586-0048 0721-65-6061生地　孝至 生地　孝至 平11. 4. 1歯   診療所
     河内長野市三日市町２３７番地１常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平29. 4. 1
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  70407-00941 林田歯科 〒586-0075 0721-64-1017林田　徳裕 林田　徳裕 平11. 7. 1歯   診療所
     河内長野市大矢船中町２８番１１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70507-00966 医療法人　康永会　い〒586-0024 0721-52-4500医療法人　康永会　い大瀧　高幸 平12. 7. 1歯   小歯 診療所
     ぬい歯科医院 河内長野市西之山町１３番２１号常　勤:    2ぬい歯科医院　理事長 組織変更 現存
     (歯       2)　乾　美弥子 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70607-00982 さこがわ歯科クリニッ〒586-0068 0721-62-1181迫川　裕一 迫川　裕一 平15. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 河内長野市北青葉台２８番２６号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70707-01006 やまもと歯科 〒586-0046 0721-63-6480山本　彰宏 山本　彰宏 平15. 3. 1歯   小歯 診療所
     河内長野市中片添町４１番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70807-01014 さわだ歯科 〒586-0022 0721-52-5137澤田　博史 澤田　博史 平16. 8. 1歯   小歯 診療所
     河内長野市本多町４番５号アプテ常　勤:    1 新規 現存
     ィ２番館１階１０１号室 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70907-01022 中西歯科クリニック 〒586-0007 0721-54-1181中 　晴彦 中 　晴彦 平17.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     河内長野市松ケ丘東町１８０５－常　勤:    1 移転 現存
     １ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71007-01048 てらもと歯科 〒586-0009 0721-50-0080寺本　育司 寺本　育司 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     河内長野市木戸西町一丁目１番３常　勤:    1 新規 現存
     ５号司ビル２階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71107-01063 安本歯科医院 〒586-0082 0721-50-1972安本　康一郎 安本　康一郎 平18. 5. 1歯   診療所
     河内長野市緑ケ丘中町８番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71207-01071 うえむら歯科クリニッ〒586-0094 0721-52-0118上村　貴世史 上村　貴世史 平18.10. 1歯   小歯 診療所
     ク 河内長野市小山田町４５１番１５常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71307-01089 医療法人天真会　ふく〒586-0001 0721-52-1100医療法人天真会　理事福重　真佐子 平19. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     しげ歯科 河内長野市木戸一丁目３６番６号常　勤:    3長　福重　真佐子 組織変更 現存
     (歯       3) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  71407-01105 医療法人　かのう歯科〒586-0094 072-150-2525医療法人かのう歯科　叶　哲也 平19. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     河内長野市小山田町３０７９番地常　勤:    1理事長　叶　哲也 組織変更 現存
     ２１ (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71507-01113 かわはら小児歯科 〒586-0092 0721-54-0648川原　康秀 川原　康秀 平19.11. 1歯   小歯 診療所
     河内長野市南貴望ケ丘２５番６号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71607-01121 廣瀨歯科診療所 〒586-0023 0721-54-6839廣瀨　敦文 廣瀨　敦文 平20. 5. 1歯   診療所
     河内長野市野作町３２番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71707-01147 とみやま歯科 〒586-0048 0721-65-0487富山　康二 富山　康二 平21. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     河内長野市三日市町２３５－４ 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71807-01154 吉本歯科 〒586-0077 0721-62-4500吉本　泰 吉本　泰 平21. 6. 1歯   歯外 診療所
     河内長野市南花台一丁目１４番１常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71907-01162 医療法人尽誠会　森本〒586-0025 0721-56-0028医療法人　尽誠会　森森本　誠一 平21. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 河内長野市昭栄町８番５号 常　勤:    1本歯科医院　理事長　 移転 歯外 現存
     (歯       1)森本　誠一 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72007-01188 医療法人　修成会　喜〒586-0033 0721-64-1441医療法人修成会　理事辻　洋史 平21.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     多町歯科クリニック 河内長野市喜多町１９３番地１喜常　勤:    1長　松浦　修 新規 現存
     多町メディカルモール１階 (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72107-01196 おかもと歯科 〒586-0009 0721-81-4815岡本　真一 岡本　真一 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     河内長野市木戸西町３丁目１－１常　勤:    2 新規 現存
     ５ (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72207-01204 三谷歯科 〒586-0016 0721-53-8111三谷　竜二 三谷　竜二 平23.10. 7歯   診療所
     河内長野市西代町９番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72307-01212 たまき歯科クリニック〒586-0003 0721-56-8181玉置　博昭 玉置　博昭 平24. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     河内長野市楠町東１６８１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72407-01220 医療法人　真祐会　平〒586-0048 0721-81-8148医療法人　真祐会　理平尾　真一 平26. 1. 1歯   小歯 診療所
     尾歯科 河内長野市三日市町５６番地の１常　勤:    2事長　平尾　真一 組織変更 現存
     ８ (歯       2) 平26. 1. 1
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  72507-01238 荒川歯科医院 〒586-0012 0721-53-8627荒川　武彦 荒川　武彦 平26. 4. 1歯   診療所
     河内長野市菊水町２番６号荒川菊常　勤:    1 継承 現存
     水ビル２階 (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72607-01246 医療法人オレンジ会　〒586-0077 0721-65-1118医療法人オレンジ会　井上　法亮 平27. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     井上歯科 河内長野市南花台１丁目１６番１常　勤:    2理事長　井上　法亮 組織変更 現存
     ０号 (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72707-01253 医療法人一祥会　古谷〒586-0014 0721-56-8888医療法人一祥会　理事古谷　直樹 平28. 1. 1矯歯 診療所
     矯正歯科 河内長野市長野町４番９号うすや常　勤:    1長　古谷　直樹 組織変更 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72807-01261 医療法人ななつ星　牛〒586-0077 0721-64-0100医療法人ななつ星牛嶋牛嶋　洋 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     嶋歯科医院 河内長野市南花台一丁目２４番５常　勤:    2歯科医院　理事長　牛 組織変更 現存
     号 (歯       2)嶋　洋 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72907-01279 久保歯科医院 〒586-0024 072-153-5584久保　裕睦 久保　裕睦 平30. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     河内長野市西之山町１番２６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73008-01277 山田歯科医院 〒546-0043 06-6692-1608山田　穎二 山田　穎二 昭37. 9. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区駒川五丁目２３番常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73108-01368 上田歯科医院 〒546-0014 06-6692-2262上田　恒雄 上田　恒雄 昭38. 7. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区鷹合三丁目８番１常　勤:    1 新規 休止
     ７号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73208-01715 保田歯科医院 〒546-0031 06-6622-1344保田　守 保田　守 昭43. 4. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区田辺３－１９－７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73308-01863 杉本歯科医院 〒546-0013 06-6702-8504杉本　源衛 杉本　源衛 昭46. 6.10歯   診療所
     大阪市東住吉区湯里二丁目１１番常　勤:    1 継承 現存
     １５号 (歯       1) 平28. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73408-01913 成田歯科医院 〒546-0044 06-6719-3268成田　俊彦 成田　俊彦 昭47. 2.14歯   診療所
     大阪市東住吉区北田辺一丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平29. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  73508-02168 鶴身歯科医院 〒546-0032 06-6622-1308鶴身　敬三 鶴身　敬三 昭53. 4. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区東田辺１－１－１常　勤:    1 継承 現存
     ６ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73608-02218 内藤歯科医院 〒546-0032 06-6691-4349内藤　壹行 内藤　壹行 昭54. 1. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区東田辺三丁目２６常　勤:    1 新規 現存
     番３２号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73708-02234 野上歯科医院 〒546-0042 06-6703-8841野上　清豪 野上　清豪 昭54. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区西今川４－２２－常　勤:    1 新規 現存
     １８ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73808-02267 山村歯科医院 〒546-0031 06-6629-0321山村　浩 山村　浩 昭55. 2. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区田辺六丁目２番２常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73908-02291 寺前歯科 〒546-0014 06-6696-1064寺前　雅章 寺前　雅章 昭56. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区鷹合三丁目１８番常　勤:    1 新規 現存
     ２８号 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74008-02325 増井歯科医院 〒546-0032 06-6697-8103増井　裕 増井　裕 昭56.11. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区東田辺二丁目６番常　勤:    1 新規 現存
     ４号マンション田辺２階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74108-02366 犬伏歯科医院 〒546-0043 06-6714-2066犬伏　義臣 犬伏　義臣 昭58. 4. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区駒川一丁目１番１常　勤:    1 移転 現存
     ９号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74208-02457 矢田歯科医院 〒546-0002 06-6704-0155矢田　進 矢田　進 昭60.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区杭全八丁目１２番常　勤:    1 新規 現存
     １４号 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74308-02473 こたに歯科医院 〒546-0035 06-6624-7122古谷　昌昭 古谷　昌昭 昭61.11. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区山坂二丁目１８番常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74408-02499 ぬの出歯科 〒546-0023 06-6691-4618布出　泰之 布出　泰之 昭62. 2. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区矢田四丁目１６番常　勤:    1 新規 現存
     ２号阪和電業ビル２階 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74508-02507 大住歯科医院 〒546-0031 06-6622-1878大住　省 大住　省 昭62. 1. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区田辺四丁目６番７常　勤:    1 継承 休止
     号 (歯       1) 平29. 1. 1
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  74608-02523 市原歯科 〒546-0035 06-6628-7165市原　聡 市原　聡 昭62. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東住吉区山坂三丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     １１号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74708-02564 市川歯科医院 〒546-0044 06-6719-1749市川　壽浩 市川　壽浩 昭62. 8.13歯   診療所
     大阪市東住吉区北田辺二丁目１２常　勤:    1 現存
     番２５号 (歯       1) 平29. 8.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74808-02580 中塚歯科 〒546-0014 06-6697-3838中塚　博文 中塚　博文 昭63. 3. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区鷹合２－９－２６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74908-02598 上田歯科 〒546-0043 06-6702-4618上田　龍哉 上田　龍哉 昭63. 4. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区駒川２－２－１６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75008-02606 濱田歯科医院 〒546-0043 06-6719-0390濱田　幸康 濱田　幸康 昭64. 1. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区駒川一丁目４番２常　勤:    1 継承 現存
     ３号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75108-02622 小林歯科 〒546-0041 06-6714-5582小林　善雄 小林　善雄 平元. 3. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区桑津五丁目１番３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75208-02655 松本歯科医院 〒546-0043 06-6697-4080松本　千里 松本　千里 平元. 9. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区駒川四丁目７番１常　勤:    1 継承 現存
     ７号中村マンション (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75308-02663 大野歯科 〒546-0043 06-6714-2127大野　和義 大野　和義 平元.12. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区駒川一丁目２１番常　勤:    1 新規 現存
     １８号 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75408-02697 エムラ歯科 〒546-0011 06-6700-6480榎村　光仁 榎村　光仁 平 3. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区針中野３－１－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75508-02739 しらひげ歯科 〒546-0033 06-6624-0418小谷　尚久 小谷　尚久 平 4. 9. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区南田辺一丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     番２５号メゾンヒガシビル１階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75608-02754 小泉歯科医院 〒546-0031 06-6622-0114小泉　直俊 小泉　直俊 平 4.10. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区田辺三丁目１５番常　勤:    1 継承 現存
     １７号 (歯       1) 平28.10. 1
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  75708-02788 森本歯科医院 〒546-0003 06-6714-8211森本　恭司 森本　恭司 平 5. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東住吉区今川一丁目７番１常　勤:    4 新規 矯歯 現存
     ７号エミネンス今川１階 (歯       4) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75808-02796 医療法人　滝田歯科医〒546-0044 06-6719-1492医療法人滝田歯科医院滝田　泰造 平 5. 7. 1歯   診療所
     院 大阪市東住吉区北田辺四丁目９番常　勤:    2　理事長　滝田　泰造 組織変更 現存
     ２２号サンプラザ北田辺　１０１(歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75908-02812 森歯科 〒546-0033 06-6627-3210森　啓 森　啓 平 6. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東住吉区南田辺１－２－８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76008-02838 段野歯科医院 〒546-0043 06-6622-8810段野　雅一 段野　雅一 平 6. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東住吉区駒川３－３－２ 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76108-02846 ヒグチ歯科クリニック〒546-0044 06-6624-1182樋口　治良 樋口　治良 平 6.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区北田辺六丁目１５常　勤:    1 新規 現存
     番４５号 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76208-02853 ふくち歯科医院 〒546-0024 06-6697-7140福地　隆治 福地　隆治 平 7. 3. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区公園南矢田三丁目常　勤:    1 新規 現存
     １２番１号 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76308-02861 かねひら歯科 〒546-0013 06-6797-2223金平　恵介 金平　恵介 平 7. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区湯里五丁目１９番常　勤:    1 新規 現存
     １２号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76408-02879 山本歯科 〒546-0013 06-6797-2202山本　倍生 山本　倍生 平 7. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区湯里二丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号パステル針中野２階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76508-02937 はまだ歯科 〒546-0014 06-6608-3546濵田　康 濵田　康 平 8. 2. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区鷹合一丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76608-02945 荒木歯科医院 〒546-0031 06-6621-4488荒木　康裕 荒木　康裕 平 8. 1. 1歯   歯外 診療所
     大阪市東住吉区田辺二丁目５番１常　勤:    2 継承 現存
     ３号 (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76708-02952 奥歯科医院 〒546-0013 06-6704-6480奥　敏彦 奥　敏彦 平 8.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東住吉区湯里四丁目７番３常　勤:    1 新規 現存
     ０号ＣＡＳＡ　ＦＡＭＩＬＬＥ１(歯       1) 平29.10. 1
     階１０３号室
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  76808-02960 大田歯科 〒546-0031 06-6621-8219大田　康司 大田　康司 平 8.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区田辺五丁目１５番常　勤:    1 新規 現存
     １６号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76908-02978 河村歯科 〒546-0012 06-6701-2033河村　守隆 河村　守隆 平 9.10. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区中野二丁目１番２常　勤:    2 移転 現存
     ９号ボナールナカノ１階 (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77008-03026 江原歯科 〒546-0043 06-6719-1893江原　一三 江原　一三 平10. 5. 6歯   診療所
     大阪市東住吉区駒川一丁目１７番常　勤:    1 継承 現存
     １０号 (歯       1) 平10. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77108-03042 よねさか歯科医院 〒546-0013 06-6705-2737米阪　昌也 米阪　昌也 平10.10. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区湯里二丁目１８番常　勤:    1 継承 現存
     ２号小林義ビル２００ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77208-03067 坪田歯科 〒546-0002 06-4301-9700坪田　仁 坪田　仁 平11. 4. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区杭全八丁目５番２常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77308-03091 松山歯科医院 〒546-0035 06-6692-2468松山　博史 松山　博史 平12. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区山坂五丁目１２番常　勤:    1 継承 現存
     ２２号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77408-03109 かせたに歯科医院 〒546-0014 06-6690-1665綛谷　啓史 綛谷　啓史 平12. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東住吉区鷹合三丁目４番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77508-03125 てらにし歯科医院 〒546-0031 06-6625-5400寺西　隆晃 寺西　隆晃 平12. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区田辺一丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77608-03133 よりもと歯科医院 〒546-0012 06-6797-1635寄本　雅智 寄本　雅智 平12. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東住吉区中野三丁目１１番常　勤:    2 継承 現存
     １５号シャルム湯里１０５号 (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77708-03158 小林歯科医院 〒546-0035 06-6697-4182小林　和弘 小林　和弘 平12. 9. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区山坂五丁目１９番常　勤:    2 継承 現存
     １４号 (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  77808-03174 医療法人育成会　榊原〒546-0021 06-6790-5252医療法人育成会　榊原榊原　克次 平13. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 大阪市東住吉区照ケ丘矢田三丁目常　勤:    2歯科医院　理事長　榊 移転 矯歯 現存
     １番２号 (歯       2)原　克次 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77908-03182 竹内歯科クリニック 〒546-0011 06-6799-6480竹内　宏彰 竹内　宏彰 平13. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区針中野三丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     番２０号ジュネスコート２階 (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78008-03240 森内歯科医院 〒546-0002 06-6714-0331森内　省一 森内　省一 平14. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区杭全五丁目１２番常　勤:    1 移転 現存
     １８号 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78108-03257 さいのき歯科 〒546-0011 06-6704-4777才野木　敏夫 才野木　敏夫 平14. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大阪市東住吉区針中野三丁目９番常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78208-03273 医療法人健成会　ヤス〒546-0023 06-6608-0223医療法人健成会　理事安　成武 平15. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ナリ歯科クリニック 大阪市東住吉区矢田四丁目１５番常　勤:    1長　安成　武 組織変更 歯外 現存
     ２号パームコートⅡビル１階 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78308-03281 山中歯科医院 〒546-0035 06-6696-4618山中　武 山中　武 平15. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東住吉区山坂五丁目１９番常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78408-03315 小川歯科医院 〒546-0041 06-4301-0202小川　渉 小川　渉 平15. 5. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区桑津三丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     ２７号グローバルハイツ　１０１(歯       1) 平27. 5. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78508-03323 三島歯科 〒546-0011 06-6701-0025三島　賢郎 三島　賢郎 平15. 4. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区針中野一丁目１３常　勤:    1 継承 現存
     番１４号 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78608-03331 ひらさか歯科 〒546-0033 06-6609-0648平坂　宏己 平坂　宏己 平15. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区南田辺五丁目６番常　勤:    1 新規 現存
     １０号カナートモール南田辺店２(歯       1) 平27. 6. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78708-03349 やまね歯科医院 〒546-0032 06-6622-8114山根　総一郎 山根　総一郎 平15. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区東田辺一丁目１９常　勤:    1 新規 現存
     番１６号 (歯       1) 平27. 8. 1
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  78808-03356 たいじ歯科 〒546-0041 06-6714-6480桑田　佳代子 桑田　佳代子 平15. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東住吉区桑津一丁目１７番常　勤:    1 新規 現存
     ２２号 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78908-03364 にしぐち歯科 〒546-0013 06-6706-8214西口　直憲 西口　直憲 平15.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東住吉区湯里一丁目１番９常　勤:    1 新規 現存
     号グレース針中野１階 (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79008-03372 医療法人清博会　野瀬〒546-0013 06-6705-3554医療法人清博会　理事野瀬　博之 平16. 1. 1歯   診療所
     歯科 大阪市東住吉区湯里六丁目２番２常　勤:    1長　野瀬　博之 組織変更 現存
     ３号 (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79108-03380 医療法人　コウハシ歯〒546-0021 06-6702-3600医療法人コウハシ歯科下村　直人 平16. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     科 大阪市東住吉区照ケ丘矢田三丁目常　勤:    1　理事長　孝橋　巖 組織変更 矯歯 現存
     ５番１号仲井マンション１階 (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79208-03406 さわざき歯科 〒546-0033 06-6629-6480澤﨑　安弘 澤﨑　安弘 平16. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東住吉区南田辺一丁目４番常　勤:    2 新規 現存
     ４３号 (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79308-03414 平野まもる歯科診療所〒546-0012 06-6707-8241平野　守 平野　守 平17. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区中野四丁目４番４常　勤:    1 移転 現存
     ７号ラソアメゾン中野 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79408-03471 西川歯科医院 〒546-0032 06-6692-7086西川　敏文 西川　敏文 平19.12. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区東田辺三丁目２０常　勤:    1 移転 現存
     番２号プルメリア１階 (歯       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79508-03489 つづき歯科医院 〒546-0003 06-6719-1212都築　正史 都築　正史 平20. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市東住吉区今川三丁目８番２常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ９号 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  79608-03497 医療法人　今津歯科医〒546-0043 06-6691-7127医療法人今津歯科医院太口　尚子 平21. 1. 1歯   診療所
     院分院 大阪市東住吉区駒川五丁目６番９常　勤:    1　理事長　今津　英文 新規 現存
     号 (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79708-03505 吉田矯正歯科クリニッ〒546-0011 06-6706-3001吉田　謙一 吉田　謙一 平21. 7.28矯歯 歯   診療所
     ク 大阪市東住吉区針中野一丁目１番常　勤:    1 移転 現存
     １４号オレンジティサイド１Ｆ (歯       1) 平27. 7.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79808-03521 こばやし歯科医院 〒546-0041 06-6713-3100小林　正英 小林　正英 平21.10. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区桑津一丁目１８番常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79908-03539 土井歯科駒川診療所 〒546-0043 06-6609-5227土井　真理子 土井　真理子 平22. 6. 1歯   歯外 診療所
     大阪市東住吉区駒川五丁目２２番常　勤:    2 新規 現存
     １８号 (歯       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80008-03554 たなべ歯科クリニック〒546-0032 06-6657-4618田辺　隆王 田辺　隆王 平22.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区東田辺一丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     １０号正光マンション１階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80108-03562 江原歯科医院 〒546-0001 06-6756-3400江原　一三 江原　一三 平23. 3. 1歯   診療所
     大阪市東住吉区今林一丁目２番６常　勤:    1 移転 現存
     ８号東部市場内関連営業棟西１階(歯       1) 平29. 3. 1
     ２号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80208-03570 医療法人信宏会　田治〒546-0043 06-6719-5104医療法人信宏会　理事田治米　康宏 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     米歯科医院 大阪市東住吉区駒川１丁目１０番常　勤:    2長　田治米　元信 組織変更 現存
     ２１号 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80308-03588 医療法人清誠　清誠歯〒546-0012 06-6790-1111医療法人清誠　理事長林　清誠 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     科 大阪市東住吉区中野４丁目１３番常　勤:    1　林　清誠 組織変更 現存
     １３号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80408-03596 医療法人育笑会　やま〒546-0043 06-6622-8341医療法人育笑会　理事山田　武史 平25. 1. 1歯   小歯 診療所
     だ歯科医院 大阪市東住吉区駒川３丁目１番７常　勤:    2長　山田　武史 組織変更 現存
     号 (歯       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
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  80508-03604 ひだまり歯科クリニッ〒546-0014 06-6654-4618田中　哲浩 田中　哲浩 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市東住吉区鷹合２丁目１７番常　勤:    1 新規 現存
     ８号２Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80608-03638 はりなかのファミリー〒546-0014 06-6608-8241有田　周平 有田　周平 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 大阪市東住吉区鷹合２丁目１番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80708-03646 ほりかわ歯科クリニッ〒546-0044 06-6796-8618堀川　直樹 堀川　直樹 平26. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市東住吉区北田辺四丁目１５常　勤:    1 新規 現存
     －１３リュスティビル１Ｆ (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80808-03661 小林歯科医院 〒546-0012 06-6777-3056小林　将之 小林　将之 平26. 3.18歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東住吉区中野４丁目１２番常　勤:    1 新規 現存
     １６号アマナ２階 (歯       1) 平26. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80908-03679 医療法人　林歯科医院〒546-0043 06-6696-0118医療法人林歯科医院　林　潤 平26. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区駒川５丁目３番５常　勤:    4理事長　林　潤 移転 現存
     号 (歯       4) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81008-03687 かわさき歯科医院 〒546-0032 06-6607-2567川﨑　正人 川﨑　正人 平26. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東住吉区東田辺３丁目１３常　勤:    1 移転 現存
     番２１号グランドール東田辺１０(歯       1) 平26. 9. 1
     １号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81108-03695 ふじわら歯科 〒546-0032 06-6696-7244藤原　成樹 藤原　成樹 平26.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区東田辺２丁目２６常　勤:    4 継承 現存
     番３号 (歯       4) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81208-03703 医療法人さくら会　さ〒546-0011 06-6701-5500医療法人さくら会　理請田　裕己 平27. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     くら歯科針中野院 大阪市東住吉区針中野３丁目１番常　勤:    1事長　山中　竜 組織変更 現存
     ３０号アクティオーレ針中野１０(歯       1) 平27. 5. 1
     １号 非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81308-03711 こやま歯科クリニック〒546-0013 06-7181-9979小山　慎介 小山　慎介 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東住吉区湯里２丁目１８番常　勤:    1 新規 現存
     ７号ウイングコート南栄１０２号(歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  81408-03729 うぐいすデンタルクリ〒546-0031 06-6626-2225平山　右 平山　右 平27. 9. 1歯   診療所
     ニック 大阪市東住吉区田辺３丁目２６番常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81508-03737 田中ファミリー歯科 〒546-0033 06-6623-0800田中　瑛 田中　瑛 平28. 2. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区南田辺１丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     番３３号 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81608-03745 大森歯科医院 〒546-0033 06-6691-3718大森　直弘 大森　直弘 平28. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東住吉区南田辺２丁目１０常　勤:    1 移転 現存
     番７号 (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81708-03752 寺前歯科 〒546-0035 06-6115-6540寺前　裕介 寺前　裕介 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東住吉区山坂２丁目４番１常　勤:    1 新規 現存
     １号ハイツ南田辺１０３ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81808-03760 やすこファミリーキッ〒546-0002 06-6719-3155飯塚　容子 飯塚　容子 平28. 3.24歯   小歯 歯外診療所
     ズ歯科 大阪市東住吉区杭全一丁目９－１常　勤:    1 移転 矯歯 現存
     １フォルム東住吉１Ｆ (歯       1) 平28. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81908-03778 おかだ歯科 〒546-0002 06-6714-8116岡田　匡史 岡田　匡史 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東住吉区杭全二丁目７－１常　勤:    3 継承 現存
     ８ (歯       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82008-03794 いまい歯科 〒546-0042 06-6790-4455米田　敦子 米田　敦子 平28.12. 5歯   小歯 診療所
     大阪市東住吉区西今川四丁目７番常　勤:    1 継承 現存
     ６号 (歯       1) 平28.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82108-03802 森歯科医院 〒546-0044 06-6713-0795森　達之 森　達之 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東住吉区北田辺４丁目２６常　勤:    1 継承 現存
     番８号 (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82208-03810 はりなかの歯科＆矯正〒546-0043 06-6609-4618榎村　徳仁 榎村　徳仁 平30. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科 大阪市東住吉区駒川５丁目２５番常　勤:    2 新規 歯外 現存
     １８号 (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  82308-03828 志野デンタルクリニッ〒546-0002 06-6713-6480志野　博隆 志野　博隆 平30. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 大阪市東住吉区杭全１丁目１６番常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82409-00426 松井歯科医院 〒569-1033 0726-88-1221松井　健二 松井　健二 昭42. 9. 1歯   診療所
     高槻市宮之川原元町２番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82509-00483 向井歯科 〒569-1029 0726-89-0073向井　 子 向井　 子 昭43. 9. 1歯   診療所
     高槻市安岡寺町二丁目２３番３号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82609-00657 奥田歯科医院 〒569-0855 0726-96-7628奥田　稔 奥田　稔 昭46. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高槻市牧田町７番５６－２号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82709-00764 久松歯科医院 〒569-1121 0726-81-5844久松　聰 久松　聰 昭48. 3. 1歯   診療所
     高槻市真上町２－６－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82809-00947 青木歯科医院 〒569-0852 0726-95-7968青木　始栄 青木　始栄 昭50.10. 1歯   診療所
     高槻市北柳川町１６番３０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82909-01010 馬渕歯科医院 〒569-0825 0726(93)1548馬渕　宇起 馬渕　宇起 昭51. 8. 1歯   診療所
     高槻市栄町２－５１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83009-01036 松本歯科医院 〒569-1123 0726-82-7707松本　繁樹 松本　繁樹 昭51.11. 1歯   診療所
     高槻市芥川町２丁目１０－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83109-01184 橋谷歯科医院 〒569-1133 0726-83-4886橋谷　興志郎 橋谷　興志郎 昭52. 7. 1歯   診療所
     高槻市川西町一丁目３０番１１号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83209-01242 廣瀬歯科医院 〒569-1142 0726-95-6280廣瀬　一素 廣瀬　一素 昭53. 6. 1歯   診療所
     高槻市宮田町二丁目１８番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83309-01275 氷見歯科医院 〒569-0822 0726-76-5157氷見　雄二 氷見　雄二 昭53. 8. 1歯   診療所
     高槻市津之江町二丁目２４番１２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 8. 1
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  83409-01283 斎藤歯科医院 〒569-1144 0726-94-5252斎藤　惣太郎 斎藤　惣太郎 昭53. 8. 1歯   診療所
     高槻市大畑町５番４号プリンスハ常　勤:    1 新規 現存
     イツ３階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83509-01291 細田歯科 〒569-1123 0726-83-0051細田　健一 細田　健一 昭53.10. 1歯   診療所
     高槻市芥川町一丁目１４番２７号常　勤:    1 新規 現存
     ミドリビル３階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83609-01382 尾崎歯科医院 〒569-0078 0726-75-1413尾崎　貞宣 尾崎　貞宣 昭54. 1.10歯   小歯 診療所
     高槻市大手町２番１４号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83709-01416 辻中歯科医院 〒569-0803 0726-81-2814辻中　英章 辻中　英章 昭54. 4. 1歯   小歯 診療所
     高槻市高槻町１５－１８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83809-01424 きたむら歯科医院 〒569-1021 0726-82-8148北村　幹夫 北村　幹夫 昭54. 4. 1歯   診療所
     高槻市弥生が丘町２７－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83909-01432 藤田歯科医院 〒569-0025 0726(73)4141藤田　毅 藤田　毅 昭54. 7. 1歯   診療所
     高槻市藤の里町９－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84009-01507 中野歯科医院 〒569-0071 0726(73)7336中野　廉孝 中野　廉孝 昭55. 1. 1歯   小歯 診療所
     高槻市城北町一丁目１４番１７号常　勤:    1 新規 現存
     興喜ビル３階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84109-01549 阪田歯科医院 〒569-0826 0726-93-1021阪田　裕司 阪田　裕司 昭55. 5. 1歯   小歯 診療所
     高槻市寿町三丁目３３番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84209-01622 松本歯科医院 〒569-0802 072-682-8238松本　修二 松本　修二 昭56.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     高槻市北園町１４番１４号マツモ常　勤:    1 新規 現存
     トビル２階３階 (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84309-01655 岸田歯科医院 〒569-1107 0726-82-8245岸田　正俊 岸田　正俊 昭56. 9. 8歯   診療所
     高槻市安満西の町２９番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  84409-01705 高田歯科医院 〒569-0827 0726(92)0247高田　善弘 高田　善弘 昭57. 5. 1歯   診療所
     高槻市如是町２８－１日商岩井高常　勤:    1 新規 現存
     槻マンション１１４号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84509-01713 片岡歯科紺屋町診療所〒569-0804 0726(82)8188片岡　喜平 片岡　喜平 昭57. 5. 1歯   診療所
     高槻市紺屋町６－１９　片岡ビル常　勤:    1 新規 現存
     ３Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84609-01721 河合矯正歯科クリニッ〒569-0804 0726(82)7788河合　秀一 河合　秀一 昭57. 5. 1矯歯 診療所
     ク 高槻市紺屋町６－１９　片岡ビル常　勤:    1 新規 現存
     ４Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84709-01739 恩田歯科樫田分院 〒569-1002 0729-88-9124恩田　信雄 恩田　信雄 昭57. 4. 1歯   診療所
     高槻市大字田能小字スハノ下１１常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84809-01762 望月歯科医院 〒569-1022 0726-87-1551望月　彰久 望月　彰久 昭57.10. 1歯   診療所
     高槻市日吉台一番町１２番１３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84909-01846 亀谷歯科医院 〒569-1123 0726-82-2155亀谷　均 亀谷　均 昭59. 4. 1歯   診療所
     高槻市芥川町二丁目２４番３１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85009-01853 山野歯科医院 〒569-0857 0726-78-7272山野　芳孝 山野　芳孝 昭59. 5. 1歯   診療所
     高槻市玉川一丁目１０番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85109-01887 安形歯科医院 〒569-0814 0726-95-4182安形　和晃 安形　和晃 昭59. 8. 1歯   診療所
     高槻市富田町三丁目８番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85209-01911 長谷川歯科医院 〒569-1117 0726(85)0040長谷川　英治 長谷川　英治 昭60. 6. 1歯   小歯 診療所
     高槻市天神町２－１４－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85309-02000 ましも歯科診療所 〒569-1121 0726(87)1322真下　尚人 真下　尚人 昭61. 1. 1歯   診療所
     高槻市真上町六丁目１９番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  85409-02018 大西歯科医院 〒569-0064 0726-73-7212大西　和典 大西　和典 昭61. 7. 1歯   診療所
     高槻市庄所町８番３６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85509-02026 田中歯科医院 〒569-1031 0726-87-6933田中　健司 田中　健司 昭61. 6. 1歯   小歯 診療所
     高槻市松が丘一丁目５番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85609-02034 美濃歯科 〒569-0814 0726-93-8148美濃　律 美濃　律 昭61. 8. 1歯   診療所
     高槻市富田町三丁目６番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85709-02091 宮園歯科医院 〒569-0046 0726-75-0667宮園　弘明 宮園　弘明 昭62. 6. 1歯   小歯 診療所
     高槻市登町７番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85809-02117 村上歯科医院 〒569-0035 0726-72-6480村上　博 村上　博 昭62. 7. 1歯   診療所
     高槻市深沢町一丁目２４番１８号常　勤:    1 新規 現存
     深沢ハイツ２０１号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85909-02125 森本歯科医院 〒569-0043 0726-73-0855森本　信夫 森本　信夫 昭62. 7. 1歯   診療所
     高槻市竹の内町２８番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86009-02141 北村歯科医院 〒569-1042 0726-96-2228北村　理 北村　理 昭62.12. 1歯   小歯 診療所
     高槻市南平台二丁目５番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86109-02216 小宮山歯科医院 〒569-0804 0726(83)9800小宮山　章二 小宮山　章二 昭63. 6. 1歯   診療所
     高槻市紺屋町８－３３　プラドビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86209-02232 手島歯科医院 〒569-0046 0726(74)4618手島　宗久 手島　宗久 昭63. 9. 1歯   診療所
     高槻市登町１５－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86309-02240 なかや歯科医院 〒569-1025 0726-89-0841中矢　健二 中矢　健二 昭63.11. 1歯   診療所
     高槻市芝谷町１１番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86409-02265 村上歯科医院 〒569-0077 0726(75)1239村上　晃 村上　晃 昭64. 1. 1歯   診療所
     高槻市野見町２－５４ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
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  86509-02281 高野歯科医院 〒569-0086 0726-75-7660高野　真琴 高野　真琴 平元. 6. 1歯   診療所
     高槻市松原町１３番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86609-02299 医療法人　阿部歯科医〒569-1117 0726-81-8249医療法人　阿部歯科医阿部　晴一 平元. 7. 1歯   診療所
     院 高槻市天神町一丁目９番６号西島常　勤:    1院　理事長　阿部　晴 組織変更 現存
     ビル２階 (歯       1)一 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86709-02315 吉川歯科医院 〒569-0844 0726-78-4181吉川　廣行 吉川　廣行 平 2. 1. 1歯   診療所
     高槻市柱本三丁目１番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86809-02372 医療法人　たむら歯科〒569-0081 072-671-0091医療法人　たむら歯科田村　修 平 2. 7. 1歯   診療所
     高槻市宮野町５番２５号 常　勤:    1　理事長　田村　修 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86909-02380 医療法人　もちづき歯〒569-0824 072-694-8110医療法人　もちづき歯望月　一彦 平 2. 7. 1歯   小歯 診療所
     科医院 高槻市川添二丁目２６番３号 常　勤:    1科医院　理事長　望月 組織変更 現存
     (歯       1)　一彦 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87009-02406 藤岡歯科医院 〒569-0064 0726-61-6480藤岡　義彦 藤岡　義彦 平 2.12. 1歯   診療所
     高槻市庄所町１番５号井上グリー常　勤:    1 新規 現存
     ンハイツ２階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87109-02422 ほりお歯科医院 〒569-1042 0726(92)0061堀尾　嘉信 堀尾　嘉信 平 3. 5. 1歯   小歯 診療所
     高槻市南平台３－１６－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87209-02448 きたむら歯科医院 〒569-0825 0726(96)3715北村　京一 北村　京一 平 3. 5. 1歯   小歯 診療所
     高槻市栄町１－２８－１１　柳ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87309-02455 増田歯科 〒569-1044 0726(93)8175増田　菊雄 増田　菊雄 平 3. 5. 1歯   小歯 診療所
     高槻市上土室五丁目２１－２マツ常　勤:    1 移転 現存
     モトビル１階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87409-02463 医療法人　なりた歯科〒569-0056 0726(72)2000医療法人　なりた歯科成田　青重 平 3. 7. 1歯   診療所
     高槻市城南町３－２６－３ 常　勤:    1　理事長　成田　青重 組織変更 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87509-02471 中道歯科医院 〒569-1031 0726-89-3450中道　毅 中道　毅 平 3.11. 1歯   診療所
     高槻市松が丘三丁目１番２５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
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  87609-02505 後村歯科 〒569-1121 0726-85-1573後村　達也 後村　達也 平 4. 1. 1歯   診療所
     高槻市真上町一丁目５番１２号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87709-02513 久保デンタルクリニッ〒569-1123 0726-85-6474久保　正裕 久保　正裕 平 4. 4. 1歯   診療所
     ク 高槻市芥川町２－１３－２２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87809-02570 医療法人都貴和会　小〒569-0854 0726-95-5858医療法人都貴和会小林小林　貴司 平 5. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     林歯科医院 高槻市西町３１番５号 常　勤:    1歯科医院　理事長　小 組織変更 現存
     (歯       1)林　貴司 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87909-02596 山本歯科医院 〒569-1127 0726-84-0059山本　浩 山本　浩 平 5. 4. 1歯   診療所
     高槻市西真上一丁目３２番１０号常　勤:    1 新規 現存
     Ｙ．Ｄビル２階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88009-02612 小田歯科医院 〒569-0087 0726-73-8118小田　剛 小田　剛 平 5. 6. 1歯   診療所
     高槻市千代田町２５番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88109-02646 泉歯科医院 〒569-0071 0726-71-0339泉　清隆 泉　清隆 平 5. 8. 1歯   診療所
     高槻市城北町二丁目３番１７号泉常　勤:    1 新規 現存
     ビル５階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88209-02687 安部歯科医院 〒569-0031 072-674-5563安部　徹 安部　徹 平 5.10. 1歯   診療所
     高槻市大冠町三丁目２３番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88309-02729 橋本歯科クリニック 〒569-0803 0726-82-2363橋本　公生 橋本　公生 平 6. 1. 1歯   診療所
     高槻市高槻町１２番２号谷口ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88409-02745 医療法人歯正会　タム〒569-0071 072-675-0071医療法人　歯正会タム田村　集 平 6. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ラ歯科 高槻市城北町二丁目３番１号田村常　勤:    2ラ歯科　理事長　田村 組織変更 現存
     ビル２階 (歯       2)　集 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88509-02786 くるす歯科 〒569-0823 0726-78-6401栗栖　正至 栗栖　正至 平 6. 4. 1歯   小歯 診療所
     高槻市芝生町３－２２－７コーポ常　勤:    1 新規 現存
     グリーン１階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88609-02794 にしたに歯科医院 〒569-1147 0726-95-6366西谷　直樹 西谷　直樹 平 6. 6. 1歯   診療所
     高槻市土室町４５－２４土室マン常　勤:    1 新規 現存
     ション１階 (歯       1) 平30. 6. 1
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  88709-02828 山邊歯科医院 〒569-0822 0726-92-8469山邊　三夫 山邊　三夫 平 7. 4. 1歯   診療所
     高槻市津之江町三丁目４９番１１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88809-02836 国佐歯科医院 〒569-0004 0726-69-0654国佐　一男 国佐　一男 平 7. 5. 1歯   診療所
     高槻市上牧南駅前町４番７号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88909-02851 医療法人　あおき歯科〒569-0013 0726-74-3662医療法人　あおき歯科青木　修一 平 7. 7. 1歯   小歯 診療所
     高槻市野田二丁目１番８号 常　勤:    1　理事長　青木　修一 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89009-02869 砂野歯科医院 〒569-0824 0726-92-9009砂野　彰宏 砂野　彰宏 平 7. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     高槻市川添二丁目１番１５号２階常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89109-02877 谷歯科医院 〒569-1117 0726-83-3090谷　聰 谷　聰 平 7.10. 1歯   診療所
     高槻市天神町一丁目２番３５号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89209-02919 医療法人　近森歯科西〒569-1116 0726-81-7300医療法人近森歯科　理近森　信人 平 8. 1. 1歯   小歯 診療所
     武診療所 高槻市白梅町４番１号西武百貨店常　勤:    4事長　近森　信人 組織変更 現存
     高槻店３階 (歯       4) 平29. 1. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89309-02943 森田歯科医院 〒569-1034 0726-89-1122森田　淳一 森田　淳一 平 8. 6. 1歯   診療所
     高槻市大蔵司二丁目５５番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89409-02976 大西歯科医院 〒569-1044 0726-92-0370大西　邦夫 大西　邦夫 平 9. 2. 1歯   小歯 診療所
     高槻市上土室一丁目１２番１号美常　勤:    1 新規 現存
     宏ビル１階 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89509-02984 矢野歯科医院 〒569-1144 0726-94-0202矢野　善之 矢野　善之 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     高槻市大畑町１番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89609-03008 しみず歯科医院 〒569-1142 0726-90-3113清水　宏満 清水　宏満 平 9. 6. 1歯   診療所
     高槻市宮田町二丁目１３番２２号常　勤:    1 新規 現存
     サンシード１番館１０２号室 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  89709-03016 きたやま歯科医院 〒569-1029 0726-88-7776北山　登志喜 北山　登志喜 平 9. 9. 1歯   小歯 診療所
     高槻市安岡寺町四丁目３６番８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89809-03024 山賀歯科クリニック 〒569-1146 0726-92-8483山賀　保 山賀　保 平 9.11. 1歯   診療所
     高槻市赤大路町１８番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89909-03032 塚本歯科医院 〒569-1024 0726-88-8241塚本　泰基 塚本　泰基 平10. 1. 1歯   診療所
     高槻市寺谷町３７番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90009-03057 若林歯科医院 〒569-0036 0726-74-6131若林　治 若林　治 平10. 1. 1歯   診療所
     高槻市辻子二丁目６番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90109-03065 ふじた歯科医院 〒569-0071 0726-71-5005藤田　貴子 藤田　貴子 平10. 3. 1歯   診療所
     高槻市城北町二丁目１４番２８号常　勤:    2 新規 現存
     関西城北ビル２階２０１号 (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90209-03099 和田歯科医院 〒569-0034 0726-70-0200和田　兼義 和田　兼義 平10. 8. 1歯   小歯 診療所
     高槻市大塚町五丁目１２番５号ヴ常　勤:    1 新規 現存
     ァリー高槻１号館１０２号室 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90309-03149 玉田歯科医院 〒569-0072 0726-72-8000玉田　明英 玉田　明英 平10. 8. 4歯   診療所
     高槻市京口町１２番３７号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 8. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90409-03156 えむら歯科 〒569-1027 0726-88-4182栄村　勲 栄村　勲 平10.11. 1歯   小歯 診療所
     高槻市浦堂二丁目２０番８号第２常　勤:    1 新規 現存
     平田ビル２階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90509-03164 しらかみ歯科医院 〒569-0854 0726-95-5072白神　哲也 白神　哲也 平10.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     高槻市西町２２番３号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90609-03180 金谷歯科 〒569-0815 0726-96-1860金谷　真友子 金谷　真友子 平11. 7. 1歯   診療所
     高槻市昭和台町二丁目２８番１７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90709-03198 中野歯科医院 〒569-0002 0726-69-3060中野　浩伸 中野　浩伸 平11. 9.19歯   診療所
     高槻市東上牧二丁目１７番１０号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 9.19
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  90809-03206 医療法人　近森歯科日〒569-1022 072-688-8210医療法人近森歯科　理北郷　理恵 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     吉台診療所 高槻市日吉台二番町７番１０号 常　勤:    2事長　近森　信人 組織変更 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90909-03214 なかつかさ歯科医院 〒569-0055 0726-70-3737中務　廣市 中務　廣市 平11.12. 1歯   診療所
     高槻市西冠三丁目３３番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91009-03222 林歯科医院 〒569-0844 0726-78-5865林　信男 林　信男 平11.12. 1歯   診療所
     高槻市柱本六丁目６番１号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91109-03230 下村歯科医院 〒569-1123 0726-86-6480下村　伸吾 下村　伸吾 平11.12. 1歯   小歯 診療所
     高槻市芥川町一丁目７番２６号カ常　勤:    1 新規 現存
     ワノビル３階３０１号 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91209-03263 かつらぎ歯科医院 〒569-0034 0726-70-3645桂木　順生 桂木　順生 平12.10. 1歯   小歯 診療所
     高槻市大塚町一丁目２８番１０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91309-03289 奥野歯科医院 〒569-0815 0726-96-1812奥野　学 奥野　学 平13. 1. 1歯   診療所
     高槻市昭和台町二丁目１５番１４常　勤:    2 継承 現存
     号 (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91409-03313 江川歯科医院 〒569-0056 0726-70-6480江川　永修 江川　永修 平13. 4. 1歯   小歯 診療所
     高槻市城南町三丁目１９番１号１常　勤:    1 新規 現存
     階 (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91509-03354 福田歯科クリニック 〒569-0072 0726-62-8241福田　拓也 福田　拓也 平13. 8. 1歯   診療所
     高槻市京口町１０番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91609-03362 松本歯科クリニック 〒569-1029 0726-98-1188松本　浩一 松本　浩一 平13.10. 1歯   小歯 診療所
     高槻市安岡寺町一丁目１６番３号常　勤:    1 新規 現存
     浪速商事２階 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91709-03370 医療法人　豊田歯科医〒569-1123 0726-81-6646医療法人　豊田歯科医豊田　幸愛 平13.12. 1歯   診療所
     院 高槻市芥川町二丁目６番１号スカ常　勤:    1院　理事長　豊田　幸 移転 現存
     イジャンプビル２階 (歯       1)愛 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  91809-03396 川﨑歯科医院 〒569-1031 0726-88-2626川﨑　潔 川﨑　潔 平13.12. 1歯   診療所
     高槻市松が丘一丁目１０番１８号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91909-03404 山村歯科クリニック 〒569-0035 0726-75-3118山村　憲仁 山村　憲仁 平14. 2. 1歯   診療所
     高槻市深沢町一丁目２７番１２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92009-03412 かい歯科医院 〒569-1026 0726-89-4188甲斐　康敏 甲斐　康敏 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     高槻市緑が丘三丁目１３番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92109-03479 さんま歯科 〒569-0081 072-672-6418三間　修司 三間　修司 平14.11. 1歯   診療所
     高槻市宮野町１６番１４号　２階常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92209-03487 森田歯科医院 〒569-0007 072-684-2118森田　和秀 森田　和秀 平14.12.10歯   診療所
     高槻市神内二丁目２８番１３号東常　勤:    1 移転 現存
     ア第一ビル４階 (歯       1) 平26.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92309-03495 上田歯科医院 〒569-0802 072-685-1477上田　直克 上田　直克 平15. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     高槻市北園町３番１６号 常　勤:    3 継承 現存
     (歯       3) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92409-03537 さくま歯科クリニック〒569-0814 072-697-6487佐久間　勲 佐久間　勲 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     高槻市富田町五丁目２４番１５号常　勤:    1 新規 現存
     レイディアント１４ｔｈ　１０２(歯       1) 平27. 5. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92509-03545 なかむら歯科クリニッ〒569-0814 072-697-4618中村　正利 中村　正利 平15. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 高槻市富田町六丁目２３番１３号常　勤:    1 新規 現存
     大川マンションビル１階 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92609-03578 佐々木歯科クリニック〒569-0824 072-694-4182佐々木　隆成 佐々木　隆成 平16. 2. 1歯   歯外 診療所
     高槻市川添二丁目３番１号フュー常　勤:    1 新規 現存
     チャーズ高槻川添ビル１階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92709-03594 きただ矯正歯科 〒569-1123 072-685-8008來田　里衣子 來田　里衣子 平16. 4. 1矯歯 診療所
     高槻市芥川町一丁目２番ＡＣＴ　常　勤:    2 新規 現存
     ＡＭＯＲＥ　Ａ棟０２０１号 (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［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    94 頁

  92809-03602 ほとみ歯科 〒569-1127 072-686-6666保富　則秀 保富　則秀 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     高槻市西真上一丁目３５番２４号常　勤:    2 新規 現存
     エステートピアみどりヶ丘１階 (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92909-03610 衣川歯科医院 〒569-0062 072-675-0700衣川　通海 衣川　通海 平16. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高槻市下田部町一丁目２番１０号常　勤:    1 新規 現存
     下田部ハイツ１階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93009-03636 医療法人　医仁会　森〒569-0056 072-676-1301医療法人医仁会　理事森田　 機 平16. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     田歯科医院 高槻市城南町２－２－２ 常　勤:    1長　森田　英次郎 移転 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93109-03644 医療法人　池原歯科 〒569-1142 072-697-7000医療法人池原歯科　理池原　晃生 平16. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高槻市宮田町三丁目４番１号 常　勤:    2事長　池原　晃生 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93209-03651 有田歯科医院 〒569-1123 072-682-5764有田　 博 有田　 博 平16.11. 1歯   小歯 診療所
     高槻市芥川町二丁目１４番２１号常　勤:    1 新規 現存
     サージュビル１階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93309-03669 ひろの歯科 〒569-1034 072-689-5118 野　康之 野　康之 平17. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     高槻市大蔵司二丁目３番２７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93409-03677 医療法人　おんだ歯科〒569-1123 072-682-8800医療法人おんだ歯科医恩田　卓哉 平17. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     医院 高槻市芥川町一丁目２番Ａ－０２常　勤:    2院　理事長　恩田　卓 組織変更 現存
     ０４号 (歯       2)哉 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93509-03685 ちばデンタルクリニッ〒569-0846 072-677-5751千葉　愼吾 千葉　愼吾 平17. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 高槻市柱本新町７番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93609-03701 やまだ歯科医院 〒569-0088 072-671-6471山田　和明 山田　和明 平17. 5. 1歯   小歯 診療所
     高槻市天王町３２番１５号山本マ常　勤:    1 新規 現存
     ンション１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93709-03727 いのうえ歯科 〒569-1117 072-683-7809井上　泰弘 井上　泰弘 平17. 9. 1歯   診療所
     高槻市天神町二丁目４番１号サン常　勤:    2 新規 現存
     シャイン天神山１階 (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93809-03735 門田歯科クリニック 〒569-1145 072-695-8148門田　秀隆 門田　秀隆 平17. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     高槻市富田丘町３番１２号佐竹ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (歯       1) 平29. 9. 1
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  93909-03743 はる歯科医院 〒569-0814 072-696-8852横山　優子 横山　優子 平17.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高槻市富田町三丁目５番２４号マ常　勤:    1 新規 現存
     ルヨシビル２階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94009-03750 ふじた歯科クリニック〒569-1141 072-695-4618藤田　博志 藤田　博志 平17.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     高槻市氷室町四丁目１３番３号尾常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     崎ビル１階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94109-03768 しんの歯科クリニック〒569-0007 072-684-8880進野　太 進野　太 平17.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高槻市神内二丁目２８番２０号石常　勤:    1 新規 歯外 現存
     井ビル１階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94209-03776 くましろ歯科医院 〒569-0025 072-675-2461熊城　圭吾 熊城　圭吾 平17.11. 1歯   小歯 診療所
     高槻市藤の里町１番１号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94309-03826 おおくぼ歯科医院 〒569-1123 072-681-6488大窪　康修 大窪　康修 平18. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     高槻市芥川町三丁目１２番３８号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94409-03842 田中歯科クリニック 〒569-0804 072-681-0037田中　芳人 田中　芳人 平18.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     高槻市紺屋町１番１グリーンプラ常　勤:    3 新規 現存
     ザたかつき１号館４階 (歯       3) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94509-03859 医療法人　きしもと歯〒569-0803 072-681-1411医療法人きしもと歯科岸本　博人 平19. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     科医院 高槻市高槻町４番５号　トキワビ常　勤:    1医院　理事長　岸本　 組織変更 現存
     ル３階 (歯       1)博人 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94609-03867 医療法人　もりわき歯〒569-1041 072-699-8466医療法人もりわき歯科森脇　辰也 平19. 1. 1歯   小歯 診療所
     科 高槻市奈佐原二丁目１１番２１号常　勤:    1　理事長　森脇　辰也 組織変更 現存
     あぶやまスクウェア２Ｆ (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94709-03875 きしもと歯科医院 〒569-1131 072-685-0001岸本　晋 岸本　晋 平19. 7. 1歯   小歯 診療所
     高槻市郡家本町１２番１５号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94809-03883 大木歯科医院 〒569-0805 072-685-8469大木　城司 大木　城司 平19. 8. 1歯   診療所
     高槻市上田辺町８番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  94909-03891 医療法人貴志会　赤木〒569-0803 072-682-0190医療法人貴志会　理事赤木　誉 平19. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 高槻市高槻町７番２５号 常　勤:    2長　赤木　誉 組織変更 現存
     (歯       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95009-03917 岸本歯科医院 〒569-0025 072-675-6936岸本　吉史 岸本　吉史 平19. 9. 1歯   小歯 診療所
     高槻市藤の里町１９番６号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95109-03925 高槻歯科診療所 〒569-0023 072-661-8241医療法人金亀会　理事吉川　千晶 平20. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高槻市松川町２５番１１号すぎお常　勤:    2長　岡村　貞一 新規 歯外 現存
     かビル１階 (歯       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95209-03966 尾崎歯科医院 〒569-0803 072-685-1313尾﨑　尚親 尾﨑　尚親 平20. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高槻市高槻町１０番２２号第二尾常　勤:    1 継承 現存
     崎ビル４階 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95309-03974 山西歯科 〒569-1123 072-682-4040永田　紀久子 永田　紀久子 平20. 7. 1歯   矯歯 診療所
     高槻市芥川町一丁目１４番６号ウ常　勤:    1 継承 現存
     ィズ・ユー２階Ａ (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95409-03982 河原歯科クリニック 〒569-0804 072-682-8148河原　敬 河原　敬 平20.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     高槻市紺屋町７番２７号桃陽ビル常　勤:    3 新規 現存
     ２階 (歯       3) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95509-04030 ひらおファミリア歯科〒569-1117 072-682-3418平尾　彰規 平尾　彰規 平21. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高槻市天神町一丁目９番２１号坂常　勤:    1 新規 現存
     本ビル１階 (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95609-04048 片岡歯科診療所 〒569-1123 072-682-7710片岡　武彦 片岡　武彦 平21. 4. 1歯   診療所
     高槻市芥川町三丁目１４番３号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  95709-04063 石田歯科 〒569-0804 072-684-1184石田　俊輔 石田　俊輔 平21. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     高槻市紺屋町９番８号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95809-04097 やすむら歯科 〒569-0811 072-693-4182安村　文武 安村　文武 平21. 9. 1歯   小歯 診療所
     高槻市東五百住町三丁目２１番７常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95909-04105 多田歯科医院 〒569-0085 072-675-5831多田　啓司 多田　啓司 平21. 8.13歯   小歯 矯歯診療所
     高槻市南松原町５番２１号 常　勤:    1 継承 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 8.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96009-04113 こむら歯科クリニック〒569-0812 072-693-3927小村　浩彰 小村　浩彰 平21. 9. 1歯   小歯 診療所
     高槻市登美の里町２２番２８号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96109-04154 しまむら歯科 〒569-1144 072-695-0080島村　多樹郎 島村　多樹郎 平22. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     高槻市大畑町１５番１０号協同レ常　勤:    1 新規 現存
     ジデンス摂津富田１階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96209-04188 賀屋歯科 〒569-0803 072-685-0861小正　紀子 小正　紀子 平22. 4.23歯   小歯 歯外診療所
     高槻市高槻町３番３号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96309-04204 おれんじ歯科 〒569-0814 072-697-4182釜木　ユカ 釜木　ユカ 平22.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     高槻市富田町一丁目１６番２３号常　勤:    1 新規 現存
     伊丹ハイツＡ・Ｂ号 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96409-04279 医療法人　サワダ歯科〒569-0814 072-690-3137医療法人サワダ歯科医澤田　之憲 平23. 7. 1歯   診療所
     医院 高槻市富田町一丁目８番１０号北常　勤:    2院　理事長　澤田　之 組織変更 現存
     本ビル２階 (歯       2)憲 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96509-04287 医療法人　壽幸会　壽〒569-0043 072-670-4618医療法人　壽幸会　理菅　哲 平23.10. 1歯   診療所
     幸会デンタルクリニッ高槻市竹の内町６４番１０号 常　勤:    2事長　菅　哲 新規 現存
     ク (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96609-04295 中井歯科医院 〒569-1115 072-681-5060中井　清隆 中井　清隆 平23. 9. 1歯   小歯 診療所
     高槻市古曽部町２丁目１３番７号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  96709-04311 三ヶ山歯科医院 〒569-0088 072-675-6828三ヶ山　秀樹 三ヶ山　秀樹 平24. 1.11歯   診療所
     高槻市天王町２５番９号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96809-04329 医療法人　健歯会　藤〒569-0814 072-693-6350医療法人　健歯会　理藤井　献久 平24. 3. 1歯   小歯 診療所
     井歯科医院 高槻市富田町１丁目１１番６号 常　勤:    1事長　藤井　献久 移転 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96909-04352 しまぬき歯科クリニッ〒569-1118 072-686-0077島貫　靖士 島貫　靖士 平24. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 高槻市奥天神町２丁目２１番１５常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97009-04360 医療法人社団　孔雀会〒569-0826 072-697-1182医療法人社団　孔雀会山川　真 平24. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     　ネーブル歯科 高槻市寿町１丁目１２番１ 常　勤:    1　理事長　井上　龍治 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97109-04378 医療法人仁寿会　仁寿〒569-1144 072-696-2118医療法人仁寿会　理事田坂　祥平 平24.10. 1歯   診療所
     会歯科クリニック 高槻市大畑町２２番４号ドロメン常　勤:    1長　明平　圭司 新規 現存
     ス・カセ３番館２階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97209-04386 高槻ファミリー歯科 〒569-0034 072-662-0418小野　隆博 小野　隆博 平24.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     高槻市大塚町１丁目９番３号カイ常　勤:    2 継承 現存
     ンズモール高槻１階 (歯       2) 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97309-04402 岡山歯科医院 〒569-1123 072-655-2453阿部　千尋 阿部　千尋 平25. 4. 1歯   診療所
     高槻市芥川町２丁目１３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97409-04410 よねむら歯科医院 〒569-1141 0726-95-8741畠山　絢子 畠山　絢子 平25. 5.18歯   診療所
     高槻市氷室町２丁目４９番３号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平25. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97509-04428 医療法人スマイルプラ〒569-0802 072-686-2200医療法人スマイルプラ有田　昌慎 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ン　さくら歯科クリニ高槻市北園町１３番２８号ＳＡＫ常　勤:    1ン　理事長　山本　恒 組織変更 現存
     ック ＵＲＡビル (歯       1)一 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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  97609-04436 たじま歯科クリニック〒569-1136 072-686-2111田島　直人 田島　直人 平25. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     高槻市郡家新町４０番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97709-04451 高槻ステーション歯科〒569-1123 072-685-4618成田　宏平 成田　宏平 平25. 8. 1歯   診療所
     高槻市芥川町１－１－１ＪＲ高槻常　勤:    2 継承 現存
     駅ＮＫビル１階 (歯       2) 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97809-04469 有馬歯科医院 〒569-1117 072-685-1660田中　惠美子 田中　惠美子 平25. 8. 1歯   診療所
     高槻市天神町１丁目４番２８号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97909-04485 リーエデンタルクリニ〒569-0053 072-671-6491大月　直子 大月　直子 平25.10. 1歯   診療所
     ック　大月 高槻市春日町３６－１ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98009-04493 医療法人　青歯会　あ〒569-1044 072-694-3344医療法人　青歯会　理網野　省三 平26. 1. 1歯   診療所
     みの歯科医院 高槻市上土室５丁目３３番１号 常　勤:    4事長　網野　省三 組織変更 現存
     (歯       4) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98109-04501 丸山歯科医院 〒569-0046 072-671-6352丸山　邦明 丸山　邦明 平26. 1. 1歯   診療所
     高槻市登町１５番３号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98209-04519 あかし歯科クリニック〒569-1121 072-686-5445明石　喜裕 明石　喜裕 平26. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     高槻市真上町３－３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98309-04527 医療法人社団　ひさき〒569-0803 072-686-5511医療法人社団ひさき矯久木　宏顕 平26. 5. 1矯歯 診療所
     矯正歯科 高槻市高槻町１０番１９号 常　勤:    1正歯科　理事長　久木 移転 現存
     (歯       1)　宏顕 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98409-04535 宮地歯科医院 〒569-1116 072-668-2578宮地　栄介 宮地　栄介 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     高槻市白梅町４番１３号ジオ高槻常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ミューズＥＸ４Ｆ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  98509-04543 医療法人誠真会　竹本〒569-0803 072-685-9818医療法人誠真会　理事竹本　誠司 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科クリニック 高槻市高槻町１４番１７号 常　勤:    1長　竹本　誠司 移転 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98609-04550 医療法人健康会　アイ〒569-0814 072-695-3662医療法人健康会　理事名木田　宏 平27. 2. 1歯   診療所
     歯科 高槻市富田町一丁目１８番１号ア常　勤:    1長　名木田　宏 移転 現存
     ・ラ・モードＡ１０２ (歯       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98709-04568 高槻ハート歯科 〒569-0803 072-686-1182髙橋　友裕 髙橋　友裕 平27. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     高槻市高槻町１５番２２号フェリ常　勤:    2 組織変更 現存
     ーチェ寺本２階 (歯       2) 平27. 2. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98809-04576 田中歯科医院 〒569-0822 072-676-5101田中　宏 田中　宏 平27. 4. 1歯   小歯 診療所
     高槻市津之江町１丁目６０番３号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98909-04584 デンタルクリニックい〒569-0002 072-669-6557磯野　員進 磯野　員進 平27. 5. 1歯   小歯 診療所
     その 高槻市東上牧２丁目２番１号 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99009-04592 とみやま歯科クリニッ〒569-1141 072-697-0018富山　雄人 富山　雄人 平27. 6. 1歯   小歯 診療所
     ク 高槻市氷室町２丁目２番２６号フ常　勤:    1 新規 現存
     レンドビル１階Ｂ (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99109-04600 黒田歯科医院 〒569-0055 072-675-2700黒田　泰嗣 黒田　泰嗣 平27. 7. 1歯   小歯 診療所
     高槻市西冠１丁目１番２１号Ｂ１常　勤:    1 移転 現存
     ０１ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99209-04626 医療法人杏仁会　おか〒569-0032 072-675-8241医療法人杏仁会　理事岡田　聡 平27. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     だ歯科クリニック 高槻市東和町５６番２号２Ｆ 常　勤:    1長　田辺　敏明 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99309-04634 こうたろう歯科クリニ〒569-0065 072-661-4618田中　耕太郎 田中　耕太郎 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 高槻市城西町１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  99409-04659 医療法人輝星会　つじ〒569-0825 072-692-4618医療法人輝星会　理事 本　重利 平28. 1. 1歯   小歯 診療所
     もと歯科 高槻市栄町四丁目２６番２号 常　勤:    1長　 本　重利 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99509-04675 ホワイト歯科医院 〒569-1145 072-690-7886南　陽一 南　陽一 平28. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     高槻市富田丘町５－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99609-04683 小西歯科医院 〒569-1124 072-682-2211小西　由花 小西　由花 平28. 6. 1歯   小歯 診療所
     高槻市南芥川町１番１８号　田部常　勤:    1 新規 現存
     アクシスビル２Ｆ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99709-04691 医療法人至誠会　オー〒569-1027 072-690-7267医療法人至誠会　理事宮内　鉄平 平28. 7. 1歯   診療所
     ラルケアステーション高槻市浦堂二丁目１８番２号 常　勤:    1長　西尾　順太郎 新規 現存
     ・高槻デンタルクリニ (歯       1) 平28. 7. 1
     ック 非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99809-04717 もりいずみ歯科医院 〒569-0825 072-648-3322森泉　隆 森泉　隆 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     高槻市栄町一丁目１番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99909-04725 きざき訪問歯科 〒569-0081 072-673-1180木崎　千衣香 木崎　千衣香 平28.12. 1歯   診療所
     高槻市宮野町２番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100009-04733 西野歯科クリニック 〒569-0071 072-675-0077西野　秀輔 西野　秀輔 平29. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     高槻市城北町一丁目４番３６号　常　勤:    1 新規 現存
     森川ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100109-04741 ねもと　こども歯科 〒569-0071 072-668-7211根本　浩利 根本　浩利 平29. 3. 1小歯 診療所
     高槻市城北町二丁目４番５号　ヒ常　勤:    1 新規 現存
     サコビル４階 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100209-04758 医療法人宝永会　藤田〒569-0818 072-696-0207医療法人宝永会　理事藤田　雅外 平29. 3. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 高槻市桜ケ丘南町８番１２号 常　勤:    1長　藤田　義典 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 100309-04766 医療法人Ａｒｒｏｗ　〒569-0814 072-695-5152医療法人Ａｒｒｏｗ　藤川　和久 平29. 3. 1歯   歯外 矯歯診療所
     藤川歯科 高槻市富田町一丁目８番１５号コ常　勤:    1理事長　藤川　和久 組織変更 現存
     クリコ富田１Ｆ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100409-04774 岡歯科医院 〒569-0082 072-671-2108崎中　典子 崎中　典子 平29. 7. 1歯   小歯 診療所
     高槻市明野町３４番２号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100509-04782 わたなべ歯科 〒569-0814 072-692-2020渡邉　達樹 渡邉　達樹 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     高槻市富田町３丁目７－３ストー常　勤:    1 新規 現存
     ンプレイス１０１ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100609-04790 医療法人百花繚乱　ほ〒569-0025 072-673-4483医療法人百花繚乱　理松岡　督明 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ほえみ歯科 高槻市藤の里町１９番２４号 常　勤:    3事長　松岡　督明 組織変更 現存
     (歯       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100709-04808 いろどり歯科 〒569-1144 072-697-1616岡本　嵩弘 岡本　嵩弘 平29.11. 6歯   小歯 歯外診療所
     高槻市大畑町１３－１ダイエー摂常　勤:    1 新規 現存
     津富田店　１階 (歯       1) 平29.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100809-04816 ふじもと歯科 〒569-1123 072-686-0251藤本　武史 藤本　武史 平29.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     高槻市芥川町１丁目１０－３ＳＨ常　勤:    1 新規 現存
     ＯＤＡ　ＢＬＤＧ　Ｅ－２０１ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100909-04824 西谷歯科医院 〒569-1146 072-695-1302西谷　康彦 西谷　康彦 平29.11. 1歯   診療所
     高槻市赤大路町３３番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101009-04832 アキヨシ歯科　高槻診〒569-0093 072-669-5432鄒　天薫 鄒　天薫 平29.11. 1歯   小歯 診療所
     療所 高槻市萩之庄三丁目４７番２号イ常　勤:    1 継承 現存
     オン高槻１階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101109-04840 ＳＧデンタルクリニッ〒569-1123 072-668-1280 　雄祐 　雄祐 平30. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク高槻 高槻市芥川町１丁目１５番１５号常　勤:    2 新規 現存
     ＵＩビル１階 (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101209-04857 ひろし歯科本通クリニ〒569-0803 072-684-8255藤田　寛 藤田　寛 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 高槻市高槻町１３－５ＨＯＰＥⅢ常　勤:    1 新規 現存
     ビルディング２０１ (歯       1) 平30. 4. 1
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 101309-04865 医療法人清光会　久保〒569-1124 072-682-2563医療法人清光会　理事久保田　直宏 平30. 3. 1歯   小歯 診療所
     田歯科クリニック 高槻市南芥川町２番１２号 常　勤:    2長　久保田　直宏 組織変更 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101409-04873 医療法人晴晃会　かわ〒569-1115 072-686-0118医療法人晴晃会　理事川路　直尚 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     じ歯科 高槻市古曽部町二丁目１８番２８常　勤:    2長　川路　直尚 組織変更 現存
     号１階 (歯       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101510-00432 笠城歯科医院 〒555-0033 06-6471-4825笠城　孝夫 笠城　孝夫 昭38. 7. 2歯   診療所
     大阪市西淀川区姫島四丁目６番６常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平29. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101610-00713 磯部歯科医院 〒555-0022 06-6471-3828磯部　茂樹 磯部　茂樹 昭54.10. 1歯   診療所
     大阪市西淀川区柏里二丁目８番１常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101710-00747 岡谷歯科医院 〒555-0012 06-6475-2721岡谷　親男 岡谷　親男 昭57. 9. 1歯   診療所
     大阪市西淀川区御幣島一丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     ９号スモカビル２階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101810-00762 関口歯科医院 〒555-0001 06-6472-7600関口　成晴 関口　成晴 昭58. 7. 1歯   診療所
     大阪市西淀川区佃二丁目５番３４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101910-00804 寺尾歯科医院 〒555-0031 06-6475-3038寺尾　俊明 寺尾　俊明 昭59.10. 1歯   診療所
     大阪市西淀川区出来島一丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     ２２号ストークマンション出来島(歯       1) 平29.10. 1
     １階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102010-00812 高村歯科医院 〒555-0033 06-6471-4222髙村　浩 高村　浩 昭60. 5. 1歯   診療所
     大阪市西淀川区姫島２－９－２０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102110-00838 田中歯科 〒555-0031 06-6471-6480池田　眞理子 池田　眞理子 昭60.10. 1歯   診療所
     大阪市西淀川区出来島二丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     ３３号 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102210-00846 片岡歯科医院 〒555-0001 06-6471-0102片岡　正男 片岡　正男 昭60.11.25歯   診療所
     大阪市西淀川区佃三丁目１番１１常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平27.11.25



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   104 頁

 102310-00911 永田歯科 〒555-0001 06-6475-9222永田　裕紀 永田　裕紀 昭62. 6. 1歯   診療所
     大阪市西淀川区佃三丁目２番２６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102410-01000 渡部歯科医院 〒555-0033 06-6471-3021渡部　隆 渡部　祐一 平 4. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区姫島五丁目１番２常　勤:    2 継承 現存
     ７号 (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102510-01018 ススキ歯科医院 〒555-0024 06-6471-2164薄　孝 薄　孝 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区野里三丁目２番１常　勤:    1 移転 現存
     ７号２階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102610-01026 にしもと歯科医院 〒555-0032 06-6475-8284西幹　博之 西幹　博之 平 4.10. 1歯   診療所
     大阪市西淀川区大和田三丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102710-01034 かない歯科クリニック〒555-0033 06-6474-9559金井　敏彰 金井　敏彰 平 5. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区姫島五丁目８番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102810-01067 医療法人　谷歯科クリ〒555-0033 06-6471-4369医療法人谷歯科クリニ谷　啓次 平 6. 1. 1歯   小歯 診療所
     ニック 大阪市西淀川区姫島四丁目１０番常　勤:    1ック　理事長　谷　啓 組織変更 現存
     ２６号ＴＩＣＳビル１階 (歯       1)次 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102910-01075 小倉歯科医院 〒555-0012 06-6473-9074小倉　康義 小倉　康義 平 6. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区御幣島六丁目１５常　勤:    1 移転 現存
     番８号 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103010-01091 矢谷歯科医院 〒555-0024 06-6471-3846矢谷　愼一郎 矢谷　愼一郎 平 7. 1. 1歯   診療所
     大阪市西淀川区野里一丁目２８番常　勤:    1 継承 現存
     ２４号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103110-01125 医療法人　道家歯科医〒555-0024 06-6471-1597医療法人道家歯科医院道家　浩之介 平 8. 1. 1歯   診療所
     院 大阪市西淀川区野里一丁目２２番常　勤:    1　理事長　道家　浩之 組織変更 現存
     ４号ヴィラ野里１階 (歯       1)介 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103210-01158 やの歯科医院 〒555-0021 06-6478-2400矢埜　裕一 矢埜　裕一 平 9. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区歌島三丁目２番４常　勤:    1 新規 現存
     号府営歌島住宅４ー１１２号室 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 103310-01166 なかじま歯科医院 〒555-0024 06-6474-8239中嶋　嘉彦 中嶋　嘉彦 平 9.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区野里二丁目９番地常　勤:    1 新規 現存
     １２野里マンション１０２号 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103410-01182 池内歯科医院 〒555-0032 06-6473-8241池内　満 池内　満 平10. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区大和田三丁目９番常　勤:    1 新規 現存
     １１号サンライズ大和田１階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103510-01208 かとう歯科 〒555-0022 06-4808-8555加藤　雅勇 加藤　雅勇 平11. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区柏里三丁目４番２常　勤:    1 新規 現存
     号サン・ウレージュ１階 (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103610-01216 なかむら歯科 〒555-0001 06-6477-2468中村　康司 中村　康司 平11. 9. 1歯   診療所
     大阪市西淀川区佃二丁目２番６１常　勤:    1 新規 現存
     号ハイツ知名Ⅱ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103710-01224 むらかみ歯科医院 〒555-0001 06-4808-5115村上　俊也 村上　俊也 平12. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区佃一丁目１８番４常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103810-01232 たなか歯科医院 〒555-0001 06-6478-9280田中　和彦 田中　和彦 平12. 4. 1歯   診療所
     大阪市西淀川区佃三丁目１９番２常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103910-01240 ひろおか歯科医院 〒555-0012 06-6478-6630廣岡　誠之 廣岡　誠之 平12.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区御幣島二丁目９番常　勤:    1 新規 現存
     １１号クレアみてじま１階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104010-01257 安田歯科医院 〒555-0012 06-6471-2979安田　博文 安田　博文 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区御幣島二丁目２番常　勤:    2 継承 現存
     １５号 (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104110-01281 医療法人　松田歯科医〒555-0032 06-6474-1707医療法人　松田歯科医松田　茂 平13. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 大阪市西淀川区大和田三丁目３番常　勤:    1院　理事長　松田　茂 新規 現存
     ９号大和田ローズハイツ１階 (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104210-01299 三井矯正歯科医院 〒555-0025 06-6474-5600三井　泰正 三井　泰正 平13. 4.14小歯 歯   診療所
     大阪市西淀川区姫里二丁目６番３常　勤:    1 移転 現存
     号ＡＲＫ２１　１階 (歯       1) 平25. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 104310-01315 城戸歯科医院 〒555-0022 06-6478-8118城戸　仁博 城戸　仁博 平13. 8. 1歯   歯外 診療所
     大阪市西淀川区柏里三丁目１６番常　勤:    1 新規 現存
     １８号城戸興産ビル２０２号 (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104410-01331 さとる歯科医院 〒555-0001 06-6474-3200普光江　曉 普光江　曉 平13.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区佃二丁目１１番１常　勤:    1 移転 現存
     ５号 (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104510-01349 斉田歯科医院 〒555-0024 06-6471-8956斎田　稔 斎田　稔 平14. 1. 1歯   診療所
     大阪市西淀川区野里一丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     １号マンションマイキャッスルビ(歯       1) 平26. 1. 1
     ル１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104610-01364 篠部歯科医院 〒555-0021 06-6471-5674篠部　正夫 篠部　正夫 平14. 1. 1歯   診療所
     大阪市西淀川区歌島一丁目５番１常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104710-01372 中島歯科医院 〒555-0024 06-6473-6230中島　英雅 中島　英雅 平14. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区野里一丁目３番２常　勤:    2 継承 現存
     号 (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104810-01398 医療法人清游会　おか〒555-0034 06-6476-0418医療法人清游会　理事岡田　敦裕 平15. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     だ歯科 大阪市西淀川区福町二丁目３番３常　勤:    1長　岡田　敦裕 組織変更 歯外 現存
     ３号 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104910-01414 医療法人健英会　くり〒555-0001 06-6478-6480医療法人健英会　理事吉川　文弘 平15. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     た歯科 大阪市西淀川区佃三丁目１１番２常　勤:    1長　栗田　英昭 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105010-01455 大野歯科医院 〒555-0022 06-6471-5988大野　修一郎 大野　修一郎 平16. 1. 1歯   診療所
     大阪市西淀川区柏里二丁目１番１常　勤:    1 継承 現存
     ３号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105110-01463 きたむら歯科クリニッ〒555-0022 06-6473-1782北村　旅人 北村　旅人 平16. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市西淀川区柏里二丁目４番３常　勤:    1 新規 現存
     ３号中島ビル２階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105210-01471 すずき歯科 〒555-0022 06-6477-2658鈴木　聡一 鈴木　聡一 平16.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区柏里三丁目１２番常　勤:    1 新規 現存
     ２９号 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 105310-01497 医療法人孝徳会　石井〒555-0022 06-6471-8241医療法人孝徳会　石井石井　孝幸 平17. 7. 1歯   小歯 診療所
     歯科クリニック 大阪市西淀川区柏里三丁目３番１常　勤:    2歯科クリニック　理事 組織変更 現存
     ７号 (歯       2)長　石井　孝幸 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105410-01505 すまいるデンタルクリ〒555-0001 06-6474-4618岡　歳浩 岡　歳浩 平18. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 大阪市西淀川区佃三丁目６番１７常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     号１階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105510-01539 藤原歯科医院 〒555-0022 06-6477-6612藤原　正彦 藤原　正彦 平18.12.10歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区柏里三丁目１番１常　勤:    2 移転 現存
     ３号オームハイツ１階 (歯       2) 平24.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105610-01547 岸歯科医院 〒555-0011 06-6471-2426岸　直徳 岸　直徳 平19. 4. 1歯   診療所
     大阪市西淀川区竹島三丁目５番１常　勤:    1 継承 現存
     ３号 (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105710-01570 西川歯科医院 〒555-0025 06-6471-5098西川　憲正 西川　憲正 平20. 6.17歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区姫里二丁目９番３常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平26. 6.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105810-01588 うちだ歯科 〒555-0022 06-6477-3768内田　尚 内田　尚 平21. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区柏里三丁目１番４常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105910-01596 トモミ歯科医院 〒555-0025 06-6472-8011安田　共実 安田　共実 平21. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区姫里一丁目１６番常　勤:    1 新規 現存
     ２１号シャルマンコ－ポ姫里１０(歯       1) 平27. 1. 1
     １号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106010-01604 医療法人松徳会　まな〒555-0032 06-6475-8219医療法人松徳会　理事眞鍋　茂 平21. 9. 1歯   診療所
     べ歯科医院 大阪市西淀川区大和田五丁目１番常　勤:    5長　眞鍋　茂 組織変更 現存
     １２号大和田パークマンション１(歯       5) 平27. 9. 1
     階１０１ 非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106110-01612 ゆたか歯科クリニック〒555-0023 06-6473-3710菅　道久 菅　道久 平22. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市西淀川区花川二丁目２１番常　勤:    2 新規 現存
     １９号１０５ (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 106210-01620 いながき歯科医院 〒555-0012 06-6477-3377稲垣　俊郎 稲垣　俊郎 平22. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市西淀川区御幣島二丁目１６常　勤:    1 新規 現存
     番４号ＭＴビル１０１ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106310-01638 つきの歯科クリニック〒555-0031 06-6471-6000月野　伸一 月野　伸一 平22.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市西淀川区出来島二丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106410-01661 ほたに歯科 〒555-0032 06-6471-3175　谷　嘉信 　谷　嘉信 平23. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区大和田５丁目１０常　勤:    1 移転 現存
     番２３号 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106510-01687 福垣歯科医院 〒555-0023 06-6474-1122福垣　健 福垣　健 平24. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市西淀川区花川１丁目１５番常　勤:    1 新規 現存
     １３号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106610-01695 おかぞえ歯科医院 〒555-0024 06-6474-8217岡添　晋一 岡添　晋一 平24. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区野里２丁目９番９常　勤:    3 移転 現存
     号Ｓｔａｎｄｕｐ野里１階 (歯       3) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106710-01711 はなぶさ歯科医院 〒555-0012 06-6471-7883吉田　智子 吉田　智子 平25. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区御幣島４丁目１４常　勤:    1 新規 現存
     番２０号 (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106810-01737 やました歯科 〒555-0034 06-6473-1182山下　豊運 山下　豊運 平26.12.14歯   小歯 歯外診療所
     大阪市西淀川区福町２丁目５番３常　勤:    1 移転 現存
     ６号 (歯       1) 平26.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106910-01745 医療法人乾洋会　出来〒555-0031 06-6476-7131医療法人乾洋会　理事奥田　義彦 平27. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     島駅前歯科 大阪市西淀川区出来島１丁目１３常　勤:    1長　小島　哲也 新規 現存
     番７号Ｋ’ｓ　プレイス１階 (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107010-01760 医療法人　ながの歯科〒555-0033 06-6472-2336医療法人ながの歯科　長野　宏保 平28. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西淀川区姫島三丁目１３番常　勤:    1理事長　長野　宏保 組織変更 現存
     ５３号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 107110-01778 ひめじま通り歯科 〒555-0025 06-7161-7317伊東　聰 伊東　聰 平28. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市西淀川区姫里二丁目６番６常　勤:    1 新規 現存
     号オリンピヤコープ１階 (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107210-01786 医療法人一艇会　かわ〒555-0012 06-6476-3338医療法人一艇会　理事川口　達夫 平28. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ぐち歯科・矯正歯科 大阪市西淀川区御幣島一丁目８番常　勤:    2長　森川　康之 継承 歯外 現存
     ８号ラポール御幣島１階 (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107310-01794 内橋歯科医院 〒555-0041 06-6478-2151内橋　賢二 内橋　賢二 平30. 3.21歯   診療所
     大阪市西淀川区中島１丁目１４番常　勤:    1 継承 現存
     ５号 (歯       1) 平30. 3.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107411-00331 医療法人聖志会　渡辺〒596-0057 0724-22-0591医療法人聖志会　理事渡辺　浩子 昭33.10. 1歯   診療所
     歯科診療所 岸和田市筋海町６－５ 常　勤:    4長　渡辺　浩年 新規 現存
     (歯       4) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107511-00505 岩崎歯科医院 〒596-0054 0724-22-3445岩崎　修三 岩崎　修三 昭40. 3. 1歯   診療所
     岸和田市宮本町４０番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107611-00711 讃岐歯科医院 〒596-0105 0724-79-1396讃岐　美津二 讃岐　美津二 昭50.12. 1歯   診療所
     岸和田市内畑町１４０９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107711-00752 西出歯科医院 〒596-0053 072-436-0574西出　修 西出　修 昭53. 6. 1歯   診療所
     岸和田市沼町３３番３２号蔵王ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107811-00786 平松歯科医院 〒596-0006 0724-37-4324平松　久知 平松　久知 昭54. 1. 1歯   診療所
     岸和田市春木若松町７番３８号川常　勤:    1 新規 現存
     浦ビル (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107911-00810 南歯科 〒596-0806 0724(43)5224南　禎祐 南　禎祐 昭55. 1. 1歯   診療所
     岸和田市摩湯町５４０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108011-00893 清原歯科医院 〒596-0049 0724-37-1282清原　重夫 清原　重夫 昭56. 3. 1歯   診療所
     岸和田市八阪町一丁目５番４３号常　勤:    1 新規 現存
     日之出ハウジングビル２階 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 108111-00935 橋本歯科医院 〒596-0811 072-444-8811橋本　成登 橋本　成登 昭56.10. 1歯   診療所
     岸和田市下池田町一丁目２４番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108211-00943 益岡歯科医院 〒596-0004 072-443-0648益岡　克弥 益岡　克弥 昭57. 1. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市荒木町一丁目６番２９号常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108311-00950 福本歯科 〒596-0053 0724-22-1400福本　穂高 福本　穂高 昭57. 1. 1歯   診療所
     岸和田市沼町２番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108411-00976 内田歯科医院 〒596-0823 0724(27)5835内田　耕治 内田　耕治 昭57. 8. 1歯   診療所
     岸和田市下松町１１５６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108511-00984 池田歯科医院 〒596-0813 0724-44-7852池田　宗義 池田　宗義 昭57.10. 1歯   診療所
     岸和田市池尻町字横田１１４－９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108611-01032 福原歯科医院 〒596-0833 0724-27-8117福原　友治 福原　友治 昭59. 5. 1歯   診療所
     岸和田市神須屋町８２番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108711-01073 赤阪歯科医院 〒596-0834 0724-27-0871赤阪　昇一郎 赤阪　昇一郎 昭59.10. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市天神山町二丁目９番２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108811-01099 杉本歯科 〒596-0047 0724(38)2277杉本　進亮 杉本　進亮 昭60. 6. 1歯   診療所
     岸和田市上野町東１１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108911-01131 山下歯科医院 〒596-0825 0724-27-8148山下　錦之助 山下　錦之助 昭61. 7. 1歯   診療所
     岸和田市土生町五丁目７番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109011-01156 山内歯科医院 〒596-0022 0724-23-2113山内　耕一 山内　耕一 昭61.11. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市戎町９番５８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 109111-01172 タカハシ歯科医院 〒596-0045 0724-32-5088髙橋　幹也 髙橋　幹也 昭62. 1. 1歯   診療所
     岸和田市別所町一丁目１７番２６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109211-01198 藤原歯科医院 〒596-0003 0724-45-1231藤原　政利 藤原　政利 昭62. 6. 1歯   診療所
     岸和田市中井町一丁目６番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109311-01206 ヤハタ歯科 〒596-0042 0724-37-2221八幡　和典 八幡　和典 昭62. 7. 1歯   診療所
     岸和田市加守町二丁目４番１７号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109411-01230 岸田歯科医院 〒596-0067 0724-22-0234岸田　直道 岸田　直道 昭63. 1.12歯   診療所
     岸和田市南町３０番３１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109511-01248 オクノ歯科 〒596-0825 0724(37)3727奥野　一吉 奥野　一吉 昭63. 3. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市土生町２－１２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109611-01263 北川歯科医院 〒596-0825 0724(27)8686北川　昌幸 北川　昌幸 昭63.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪府岸和田市土生町９丁目１４常　勤:    1 新規 現存
     番１６号 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109711-01271 浜崎歯科 〒596-0002 0724(44)6480濱崎　公宏 濱崎　公宏 昭63.12. 1歯   診療所
     岸和田市吉井町三丁目１４番２２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109811-01289 ヤブ歯科診療所 〒596-0074 0724-37-1187薮　浩彰 薮　浩彰 平元. 2. 1歯   診療所
     岸和田市本町４番７号文錦堂ビル常　勤:    1 新規 現存
     １０１ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109911-01297 医療法人　楠本歯科医〒596-0814 0724-45-0264医療法人楠本歯科医院楠本　年 昭64. 1. 1歯   診療所
     院 岸和田市岡山町１８５番地の１１常　勤:    1　理事長　楠本　年 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110011-01313 金本歯科医院 〒596-0025 0724-37-4182金本　均 金本　均 平元. 7. 1歯   診療所
     岸和田市春木宮本町８番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110111-01321 山下歯科クリニック 〒596-0048 0724-32-0118山下　武弘 山下　武弘 平元. 8. 1歯   診療所
     岸和田市上野町西４番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
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 110211-01354 田中歯科 〒596-0073 0724-23-2328田中　克 田中　克 平 2. 4. 1歯   診療所
     岸和田市岸城町１２番２６号ハイ常　勤:    1 新規 現存
     デ岸城１０３号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110311-01362 ひらおか歯科医院 〒596-0812 0724-41-1023平岡　史人 平岡　史人 平 2. 8. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市大町４０６－２ユニゾン常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110411-01388 堀内歯科医院 〒596-0825 0724-27-8111堀内　啓史 堀内　啓史 平 2.12. 1歯   診療所
     岸和田市土生町１４０１番地１号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110511-01396 たのうえ歯科 〒596-0054 0724-38-8888田上　公久 田上　公久 平 2.11. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市宮本町１５番９号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110611-01404 医療法人　森田歯科 〒596-0033 0724-22-1438医療法人森田歯科　理森田　政治 平 3. 9. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市春木中町６番２３号 常　勤:    2事長　森田　和伸 新規 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110711-01412 奥野歯科医院 〒596-0823 0724-26-6480奥野　大亮 奥野　大亮 平 4. 1. 1歯   診療所
     岸和田市下松町三丁目２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110811-01438 松原歯科医院 〒596-0022 0724-36-3060松原　和則 松原　和則 平 4. 8. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市戎町８番４０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110911-01446 上野歯科医院 〒596-0067 0724-31-7414上野　壮志 上野　壮志 平 5. 1. 1歯   診療所
     岸和田市南町１６番１０号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111011-01461 ゆば歯科医院 〒596-0807 0724-44-7861弓場　哲一郎 弓場　哲一郎 平 5. 4. 1歯   診療所
     岸和田市東ケ丘町８０８番地の１常　勤:    1 移転 現存
     ５７ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111111-01479 泉本歯科 〒596-0812 0724-45-9993泉本　竜彦 泉本　竜彦 平 6. 5. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市大町４３９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111211-01487 泉本歯科診療所 〒596-0812 0724-41-6565泉本　真一 泉本　真一 平 6.10. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市大町四丁目４番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
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 111311-01529 おおい歯科 〒596-0808 0724-43-0003大井　孝友 大井　孝友 平 7. 1. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市三田町７３２番地の３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111411-01537 九鬼歯科医院 〒596-0054 0724-22-0113九鬼　崇昌 九鬼　崇昌 平 7. 1. 1歯   診療所
     岸和田市宮本町７－１５ 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111511-01545 岩田歯科医院 〒596-0005 0724-43-0047岩田　和久 岩田　和久 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市春木旭町３番３４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111611-01578 歯科口腔外科　三木診〒596-0821 0724-41-0081三木　康平 三木　康平 平 9. 2. 1歯外 歯   小歯診療所
     療所 岸和田市小松里町２１３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111711-01594 医療法人清真会　三田〒596-0808 0724-40-2525医療法人清真会　理事髙木　潤 平 9. 5. 1歯   診療所
     歯科診療所 岸和田市三田町７０番地の２ 常　勤:    1長　樋口　真弘 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111811-01610 おぜ歯科医院 〒596-0045 0724-38-6162小瀬　丈士 小瀬　丈士 平10. 2. 1歯   診療所
     岸和田市別所町一丁目１番１９号常　勤:    1 新規 現存
     クレアコート２０１号室 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111911-01628 医療法人春樹会　よね〒596-0006 0724-37-7515医療法人春樹会よねた米谷　英樹 平10. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     たに歯科クリニック 岸和田市春木若松町２１番地１ラ常　勤:    2に歯科クリニック　理 組織変更 現存
     パーク岸和田２階 (歯       2)事長　米谷　英樹 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112011-01644 池渕歯科 〒596-0072 0724-22-0715池淵　惠三 池淵　惠三 平10. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     岸和田市堺町５番５号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112111-01651 谷口歯科クリニック 〒596-0005 0724-40-3748谷口　隆 谷口　隆 平11. 1. 1歯   診療所
     岸和田市春木旭町９番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112211-01669 おおにし歯科 〒596-0825 0724-38-8104大西　恵里 大西　恵里 平11. 8. 1歯   診療所
     岸和田市土生町二丁目１０番２６常　勤:    1 新規 現存
     号レジデンスくすのき館１階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112311-01685 福井歯科医院 〒596-0056 0724-33-0411福井　智子 福井　智子 平12. 2. 1歯   診療所
     岸和田市北町１３番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
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 112411-01693 小島歯科医院 〒596-0078 0724-32-4646小島　祥宏 小島　祥宏 平12. 3.24歯   診療所
     岸和田市南上町二丁目２７番２号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112511-01701 ふじ本歯科医院 〒596-0812 0724-41-6480藤本　茂 藤本　茂 平12. 5. 1歯   診療所
     岸和田市大町４６５番の２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112611-01719 川上歯科医院 〒596-0001 0724-22-3841川上　能央 川上　能央 平12. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     岸和田市磯上町一丁目１５番１７常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112711-01743 やまもと歯科クリニッ〒596-0821 0724-40-5318山本　隆晴 山本　隆晴 平13. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 岸和田市小松里町２３０６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112811-01768 井上歯科医院 〒596-0034 0724-22-2628井上　一男 井上　一男 平13. 7. 1歯   診療所
     岸和田市春木本町２１番３０号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112911-01776 医療法人　ヒグチ歯科〒596-0803 0724-45-8808医療法人　ヒグチ歯科樋口　真弘 平13. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     医院 岸和田市東大路町２８７番地 常　勤:    9医院　理事長　樋口　 組織変更 現存
     (歯       9)真弘 平25. 7. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113011-01784 医療法人　清真会　第〒596-0821 0724-48-5757医療法人　清真会　理中堰　潤 平14. 6. 1歯   診療所
     七歯科診療所 岸和田市小松里町８４４番地１　常　勤:    2事長　樋口　真弘 新規 現存
     小まつりＴＥＭＰＯ　１０６号室(歯       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113111-01800 医療法人　岩月歯科医〒596-0814 0724-41-4188医療法人岩月歯科医院岩月　勇一郎 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 岸和田市岡山町３５番地の２トニ常　勤:    2　理事長　岩月　勇一 組織変更 現存
     ワンハイツ岡山２０５号 (歯       2)郎 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113211-01818 医療法人恒久会　おく〒596-0113 0724-46-8241医療法人恒久会　理事馬渡　聡 平15. 9. 1歯   診療所
     の歯科医院 岸和田市河合町８５７番地７ 常　勤:    1長　髙松　恒美 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 113311-01826 医療法人おち穂会　し〒596-0076 0724-32-1191医療法人おち穂会　理川原　郁子 平15. 9. 1歯   小歯 診療所
     もいど歯科医院 岸和田市野田町一丁目１２番１０常　勤:    2事長　下井戸　ゆり 新規 現存
     号シルクルーム７番館 (歯       2) 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113411-01834 医療法人永隆会　川植〒596-0047 0724-23-1194医療法人永隆会　理事川植　康史 平16. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 岸和田市上野町東１２番１９号 常　勤:    2長　川植　康史 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113511-01842 みなみ歯科クリニック〒596-0045 0724-38-0648南　創 南　創 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市別所町二丁目１８番３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113611-01859 よこた歯科医院 〒596-0004 0724-40-2202横田　圭三 横田　圭三 平16. 7. 1歯   診療所
     岸和田市荒木町二丁目２１番２４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113711-01875 医療法人　谷口歯科 〒596-0823 0724-28-8288医療法人谷口歯科　理谷口　馨 平16. 7. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市下松町９０８番３ 常　勤:    1事長　谷口　馨 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113811-01883 山岸歯科クリニック 〒596-0823 0724-36-0707山岸　保夫 山岸　保夫 平16.11. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市下松町一丁目３番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113911-01891 徳永歯科クリニック 〒596-0823 0724-93-1010德永　博昭 德永　博昭 平17. 1. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市下松町４丁目１６番７号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114011-01909 久米歯科クリニック 〒596-0823 072-436-3601久米　忠 久米　忠 平17. 6. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市下松町一丁目１７番８号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114111-01933 井坂歯科医院 〒596-0042 0724-22-0665井坂　經雄 井坂　經雄 平18. 4. 1歯   診療所
     岸和田市加守町二丁目１６番２６常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 114211-01941 石原歯科 〒596-0006 072-432-8148石原　博 石原　博 平18. 4. 1歯   診療所
     岸和田市春木若松町１３番地２７常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114311-01958 木村歯科医院 〒596-0067 072-422-6854木村　正也 木村　正也 平18. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     岸和田市南町１４番２８号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114411-01974 医療法人幹歯会　藤澤〒596-0102 0724-45-2009医療法人幹歯会　理事藤澤　幹大 平19. 1. 1歯   診療所
     歯科医院 岸和田市山直中町７８０番地の１常　勤:    1長　藤澤　幹大 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114511-01982 いけだ矯正歯科クリニ〒596-0825 072-436-4182池田　浩一 池田　浩一 平19. 4. 1矯歯 診療所
     ック 岸和田市土生町３丁目１５番２４常　勤:    1 新規 現存
     号Ｍフラット１階 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114611-02006 医療法人雅心会　中村〒596-0823 072-427-4618医療法人雅心会　理事松木　宏之 平20. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科 岸和田市下松町三丁目５番３０号常　勤:    3長　中村　雅彦 組織変更 現存
     (歯       3) 平26. 1. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114711-02014 かたやま歯科 〒596-0825 072-428-0963片山　聡 片山　聡 平20. 3. 1歯   診療所
     岸和田市土生町４丁目４番５号マ常　勤:    1 移転 現存
     ンション新川１０１ (歯       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114811-02022 茶野矯正歯科クリニッ〒596-0054 072-425-6673茶野　秀太郎 茶野　秀太郎 平20. 7. 1矯歯 診療所
     ク 岸和田市宮本町２番２９号ライフ常　勤:    1 新規 現存
     エイトビル１階 (歯       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114911-02048 三井歯科医院 〒596-0825 072-427-5666三井　清司 三井　清司 平22.10. 1歯   診療所
     岸和田市土生町四丁目３番１号リ常　勤:    1 移転 現存
     ：ハーブ　２０４ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 115011-02055 奥村歯科医院 〒596-0076 072-422-0646奥村　崇 奥村　崇 平23. 5. 1歯   歯外 診療所
     岸和田市野田町１丁目６番１０号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115111-02063 医療法人　岩月歯科医〒596-0801 072-443-5541医療法人岩月歯科医院上垣　公彰 平23. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     院　杉本歯科診療所 岸和田市箕土路町一丁目３番１９常　勤:    3　理事長　岩月　勇一 組織変更 現存
     号 (歯       3)郎 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115211-02071 野中歯科 〒596-0006 072-436-0696 中　大輔 中　大輔 平23. 9. 1歯   診療所
     岸和田市春木若松町２０番６号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115311-02089 キタ歯科口腔外科クリ〒596-0043 072-440-3718喜多　照雄 喜多　照雄 平23.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 岸和田市宮前町２４番８号　２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115411-02097 あおぞらけやき歯科ク〒596-0825 072-432-3397欅　康生 欅　康生 平23.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 岸和田市土生町２丁目３０番２２常　勤:    1 新規 現存
     号タチバナビル２階 (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115511-02105 医療法人　正歯会　た〒596-0825 072-438-6474医療法人　正歯会　理中岡　雅典 平23.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     まご歯科クリニック 岸和田市土生町２－３２－６ニュ常　勤:    2事長　竹村　味紗 継承 現存
     ーキャッスルトークタウン内 (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115611-02154 医療法人　倖和会　さ〒596-0044 072-430-5000医療法人　倖和会　理岡本　文夫 平24. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     くら歯科 岸和田市西之内町２番１バンブー常　勤:    5事長　岡本　文夫 組織変更 現存
     コート１階 (歯       5) 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115711-02162 中西歯科医院 〒596-0005 072-445-2018中西　秀閣 中西　秀閣 平24. 8. 6歯   小歯 歯外診療所
     岸和田市春木旭町３４－２３ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平24. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115811-02188 医療法人　幸歯会　む〒596-0841 072-427-0648医療法人　幸歯会　理村上　祥人 平26. 1. 1歯   小歯 診療所
     らかみ歯科クリニック岸和田市八田町３７１番地の１０常　勤:    2事長　村上　祥人 組織変更 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
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 115911-02204 医療法人千啓会　はっ〒596-0006 072-433-1234医療法人千啓会　理事服部　泰直 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     とり歯科クリニック 岸和田市春木若松町８番１１号 常　勤:    1長　服部　泰直 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116011-02212 医療法人うえだ会　う〒596-0816 072-441-4618医療法人うえだ会　理植田　智也 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     えだ歯科医院 岸和田市尾生町５丁目３番４８号常　勤:    1事長　植田　智也 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116111-02220 Ｋ＆Ａ歯科医院 〒596-0816 090-8237-1889海田　浩治 海田　浩治 平28. 2. 1歯   診療所
     岸和田市尾生町６－５－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116211-02238 西村歯科医院 〒596-0076 072-422-3003西村　仁 西村　仁 平28. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     岸和田市野田町２丁目３－６ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116311-02246 医療法人仁音会　くす〒596-0827 072-493-8001医療法人仁音会　理事楠部　雅史 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     べ歯科 岸和田市上松町４５５番地１ 常　勤:    1長　楠部　雅史 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116411-02253 山本歯科医院 〒596-0035 072-423-5148西澤　あづさ 西澤　あづさ 平29. 1. 1歯   診療所
     岸和田市春木泉町３番３５号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116511-02261 サンズデンタルクリニ〒596-0003 072-425-2005岩田　雅裕 岩田　雅裕 平29. 4. 1歯   歯外 診療所
     ック 岸和田市中井町１丁目８番１４号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116611-02279 髙橋歯科診療所 〒596-0042 072-430-4618髙橋　宏光 髙橋　宏光 平29. 9. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市加守町１丁目１番３０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116711-02287 医療法人　西口歯科 〒596-0825 072-427-3303医療法人西口歯科　理西口　義則 平29. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     岸和田市土生町１５０７番地３ 常　勤:    1事長　西口　義則 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 116811-02295 うしまど歯科小児歯科〒596-0054 072-431-8181牛窓　啓子 牛窓　啓子 平30. 3. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市宮本町１３番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116911-02303 おがた歯科クリニック〒596-0078 072-431-3422小縣　秀一郎 小縣　秀一郎 平30. 3. 1歯   小歯 診療所
     岸和田市南上町１丁目４２番１２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117012-00487 岸田歯科医院 〒590-0456 07245-3-3232岸田　日出人 岸田　日出人 昭55.11. 1歯   診療所
     泉南郡熊取町美熊台一丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117112-00545 岡崎歯科医院 〒590-0423 07245-3-4181岡崎　保 岡崎　保 昭56.10. 1歯   診療所
     泉南郡熊取町自由が丘二丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ２４号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117212-00552 東歯科医院 〒590-0403 0724(53)5566東　寛 東　寛 昭57. 4. 1歯   診療所
     泉南郡熊取町大久保中一丁目１６常　勤:    1 新規 現存
     －８ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117312-00628 山田歯科 〒590-0450 07245(3)3748山田　義道 山田　義道 昭60. 6. 1歯   診療所
     泉南郡熊取町大宮一丁目９番３１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117412-00701 阪上歯科医院 〒590-0403 0724(53)5080阪上　安輝 阪上　安輝 昭63. 3. 1歯   小歯 診療所
     泉南郡熊取町大久保中３丁目１５常　勤:    1 新規 休止
     番１号 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117512-00818 林歯科医院 〒590-0432 0724-52-8802林　卓也 林　卓也 平 3. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     泉南郡熊取町小垣内一丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     １８号 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117612-00834 戸口歯科医院 〒599-0303 0724-92-4182戸口　能全 戸口　能全 平 4. 4. 1歯   診療所
     泉南郡岬町深日１５２３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117712-00842 瀧川歯科 〒598-0000 0724-65-3944瀧川　龍慈 瀧川　龍慈 平 4. 7. 1歯   診療所
     泉南郡田尻町大学吉見６０２－１常　勤:    1 継承 現存
     コスミックビル２階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 117812-00859 医療法人秀和　たなか〒590-0402 0724-52-5220医療法人秀和　理事長田中　義人 平 5. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 泉南郡熊取町大久保北二丁目５番常　勤:    1　田中　義人 組織変更 現存
     ２５号 (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117912-00883 村正歯科医院 〒598-0092 0724-65-8143村正　輝彦 村正　輝彦 平 7. 4. 1歯   診療所
     泉南郡田尻町吉見８３１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118012-00925 小泉歯科医院 〒590-0451 0724-53-5510小泉　善彦 小泉　善彦 平10. 1. 1歯   小歯 診療所
     泉南郡熊取町野田二丁目１１番３常　勤:    1 新規 現存
     ２号ポエムビル２階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118112-00933 中林歯科医院 〒590-0415 0724-53-1118中林　秀之 中林　秀之 平13. 2. 1歯   小歯 診療所
     泉南郡熊取町五門西一丁目１番３常　勤:    2 移転 現存
     号 (歯       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118212-00941 医療法人永康会　若松〒590-0402 0724-52-8988医療法人永康会　若松若松　宏幸 平15. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 泉南郡熊取町大久保北三丁目４０常　勤:    2歯科医院　理事長　若 組織変更 現存
     ６１番地の１ (歯       2)松　宏幸 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118312-00958 廣田歯科医院 〒599-0301 0724-88-2118 田　明人 田　明人 平15. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     泉南郡岬町淡輪１１４４番２号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118412-00966 ねごろ歯科医院 〒590-0457 0724-53-6480根来　信介 根来　信介 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     泉南郡熊取町朝代東二丁目９番５常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118512-00974 医療法人優樹馨会　い〒590-0432 0724-52-6449医療法人優樹馨会　理伊東　由馨 平15. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     とう歯科医院 泉南郡熊取町小垣内四丁目１０９常　勤:    1事長　伊東　由馨 組織変更 歯外 現存
     ７番地の３ (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118612-00990 医療法人秀元会　さわ〒598-0091 072-490-0418医療法人秀元会　理事田中　悠己 平17. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     やか歯科 泉南郡田尻町大字嘉祥寺３３８８常　勤:    1長　辻野　三知子 組織変更 現存
     番地の５マックスバリュ羽倉崎店(歯       1) 平29. 7. 1
     内 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 118712-01006 おくにし歯科 〒590-0406 0724-51-1355奥西　孝信 奥西　孝信 平17.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     泉南郡熊取町大久保東二丁目６番常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １７号中林ビル１階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118812-01014 岩谷歯科クリニック 〒598-0091 072-466-6480岩谷　泰典 岩谷　泰典 平20.10. 1歯   小歯 診療所
     泉南郡田尻町嘉祥寺６５７－３サ常　勤:    1 新規 現存
     ンライズ３８　１階 (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118912-01022 医療法人うらら会　し〒599-0303 0724-92-6480医療法人うらら会　理志賀　弘明 平21. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     が歯科医院 泉南郡岬町深日１８２８番地の１常　勤:    3事長　志賀　弘明 組織変更 現存
     オークワ岬店２階 (歯       3) 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119012-01030 わたなべ歯科醫院 〒599-0301 072-494-0802渡部　克宣 渡部　克宣 平23.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     泉南郡岬町淡輪１２７３番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119112-01055 いずみ歯科 〒590-0403 072-453-7530今西　 彦 今西　 彦 平24.12. 1歯   診療所
     泉南郡熊取町大久保中２丁目２６常　勤:    1 継承 現存
     番６号 (歯       1) 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119212-01063 てらした歯科・小児歯〒590-0451 072-451-1184寺下　貴文 寺下　貴文 平25. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     科 泉南郡熊取町野田４丁目２０８５常　勤:    2 新規 現存
     番１号 (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119312-01071 杉本歯科クリニック 〒598-0092 072-447-8120杉本　淳 杉本　淳 平25. 9. 1歯   診療所
     泉南郡田尻町吉見６０８番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119412-01089 西原歯科医院 〒590-0451 072-453-2104西原　正人 西原　正人 平26.10. 1歯   小歯 診療所
     泉南郡熊取町野田３丁目２４５１常　勤:    1 移転 現存
     番地の３５ (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119512-01097 こたき歯科クリニック〒590-0412 072-451-1008小滝　盛人 小滝　盛人 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     泉南郡熊取町紺屋二丁目６－５シ常　勤:    1 新規 現存
     ャーメゾン紺屋１０１、１０２ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 119612-01105 道明歯科医院 〒590-0403 072-453-2033東　良治 東　良治 平30. 1. 1歯   小歯 診療所
     泉南郡熊取町大久保中一丁目２番常　勤:    2 継承 現存
     ２４号 (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119713-00246 堀内歯科医院 〒597-0083 0724-32-1755堀内　章久 堀内　章久 昭52. 6. 1歯   診療所
     貝塚市海塚一丁目６番２９号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119813-00261 髙松歯科医院 〒597-0001 0724-32-8153髙松　恒美 髙松　恒美 昭52. 7. 1歯   診療所
     貝塚市近木町２番３号松下ビル３常　勤:    2 現存
     階 (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119913-00279 岸田歯科医院 〒597-0033 0724-26-8540岸田　正道 岸田　正道 昭52.11. 1歯   診療所
     貝塚市半田１２２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120013-00303 歯科山口クリニック 〒597-0062 0724(33)2444山口　宰 山口　宰 昭54. 4. 1歯   診療所
     貝塚市澤６４５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120113-00345 林歯科医院 〒597-0054 0724-32-8555林　万州夫 林　万州夫 昭56. 2. 1歯   診療所
     貝塚市堤３２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120213-00352 衣川歯科医院 〒597-0043 0724-32-2363衣川　修 衣川　修 昭56. 5. 1歯   診療所
     貝塚市橋本９０－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120313-00386 堀木歯科医院 〒597-0003 0724-22-3026堀木　成浩 堀木　成浩 昭59. 1. 1歯   診療所
     貝塚市中８２５番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120413-00410 稲葉歯科医院 〒597-0072 072-433-3434稲葉　久徳 稲葉　久徳 昭59. 6. 1歯   診療所
     貝塚市畠中一丁目３番１６号要ビ常　勤:    1 現存
     ル１階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120513-00436 萬田歯科 〒597-0054 0724-32-8411萬田　敬二 萬田　敬二 昭60. 1. 1歯   診療所
     貝塚市堤１９番地の１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 120613-00469 下村歯科医院 〒597-0061 0724-38-6040下村　均 下村　均 平元. 5. 1歯   診療所
     貝塚市浦田７６番地の１ヴァンテ常　勤:    1 現存
     ージ二色１０１ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120713-00477 生長歯科 〒597-0062 072-433-4182生長　剛 生長　剛 平 2. 4. 1歯   診療所
     貝塚市澤５３６番地の４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120813-00485 大北歯科 〒597-0105 0724-46-0602大北　真司 大北　真司 平 2. 7. 1歯   小歯 診療所
     貝塚市三ツ松２２５５番地の１２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120913-00493 医療法人　椿原歯科医〒597-0104 072-447-0522医療法人　椿原歯科医椿原　豊 平 2. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 貝塚市水間２５８番地の６サンメ常　勤:    1院　理事長　椿原　豊 現存
     ディカルビル２階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121013-00519 品田歯科医院 〒597-0091 0724(36)0006品田　和彦 品田　和彦 平 3. 7. 1歯   小歯 診療所
     貝塚市二色２－８－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121113-00535 中林歯科医院 〒597-0042 0724-46-4182中林　俊博 中林　俊博 平 4. 5. 1歯   診療所
     貝塚市名越７８３番地の２８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121213-00568 いなば歯科 〒597-0053 0724-22-5445稲葉　陽二 稲葉　陽二 平 4. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     貝塚市地蔵堂３２１番地の２中ビ常　勤:    1 現存
     ル１階 (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121313-00576 田中歯科医院 〒597-0001 0724-22-1086田中　克重 田中　克重 平 4.12. 1歯   診療所
     貝塚市近木町１１番９号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121413-00584 向井歯科医院 〒597-0071 0724-37-3969向井　公宏 向井　公宏 平 5. 7. 1歯   小歯 診療所
     貝塚市加神二丁目１１番１７号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121513-00592 タケヤマ歯科 〒597-0062 0724-36-1555竹山　煥二 竹山　煥二 平 7. 2. 1歯   診療所
     貝塚市沢１１０１番１号ピアコー常　勤:    1 新規 現存
     トＵ１０１号 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 121613-00600 このき歯科クリニック〒597-0083 0724-39-4848此木　信隆 此木　信隆 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     貝塚市海塚三丁目３８４番２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121713-00618 中野歯科 〒597-0041 0724-46-8778中野　勝之 中野　勝之 平 8. 6. 1歯   小歯 診療所
     貝塚市清児７８１番１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121813-00642 医療法人清真会　貝塚〒597-0041 0724-39-1841医療法人清真会　理事森本　昇 平10. 3. 1歯   診療所
     歯科診療所 貝塚市清児字土山６６５番地３サ常　勤:    1長　樋口　真弘 新規 現存
     ンシティ貝塚 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121913-00683 井上歯科 〒597-0015 0724-33-4618井上　裕之 井上　裕之 平15. 6. 1歯   小歯 診療所
     貝塚市堀二丁目１９番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122013-00691 医療法人輝有会　仙﨑〒597-0015 0724-31-1884医療法人輝有会　理事仙﨑　昭憲 平15. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科 貝塚市堀三丁目２１番１７号 常　勤:    1長　仙﨑　昭憲 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122113-00709 医療法人山中会　山中〒597-0044 0724-47-0797医療法人山中会　理事山中　唯司 平15.12. 1歯   診療所
     歯科医院 貝塚市森５２４番地 常　勤:    1長　山中　唯司 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122213-00717 医療法人高松会　高松〒597-0004 072-422-0114医療法人高松会　理事山道　知 平18. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 貝塚市西町４番１号 常　勤:    2長　村正　輝彦 組織変更 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122313-00741 ほんだ矯正歯科クリニ〒597-0001 072-437-8801本田　康文 本田　康文 平20. 1. 1矯歯 診療所
     ック 貝塚市近木町８番２６号土佐ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２階 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122413-00766 寺坂歯科医院 〒597-0032 072-432-0418寺坂　芳朗 寺坂　芳朗 平20.10. 1歯   診療所
     貝塚市永吉１９番地の５ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122513-00782 医療法人　あさもと歯〒597-0033 072-426-2653医療法人あさもと歯科浅本　勝一 平22. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     科 貝塚市半田１丁目１６番３号 常　勤:    3　理事長　浅本　勝一 組織変更 現存
     (歯       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 122613-00790 医療法人　徹山会　こ〒597-0061 072-425-3737医療法人　徹山会　理小山　毅 平22. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     やま歯科 貝塚市浦田１０８番地３ 常　勤:    2事長　小山　毅 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122713-00808 いまい歯科クリニック〒597-0046 072-446-4874今井　弘貴 今井　弘貴 平23.11. 1歯   小歯 診療所
     貝塚市東山４丁目１５番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122813-00816 よしだ歯科医院 〒597-0072 072-457-6080吉田　浩太郎 吉田　浩太郎 平25. 4. 1歯   小歯 診療所
     貝塚市畠中１丁目１８４番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122913-00857 医療法人敬愛会　やま〒597-0073 072-447-4618医療法人敬愛会　理事山口　敬士 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ぐち歯科 貝塚市脇浜一丁目５番８号 常　勤:    1長　山口　敬士 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123013-00865 医療法人志結会　おざ〒597-0053 072-468-6405医療法人志結会　理事尾崎　亘弘 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     き歯科医院 貝塚市地藏堂７４番地２イオン貝常　勤:    1長　尾崎　亘弘 組織変更 現存
     塚店１階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123113-00873 菅田歯科医院 〒597-0011 072-432-0011菅田　真吾 菅田　真吾 平29.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     貝塚市北町１７番２３号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123213-00881 医療法人雄理会　小島〒597-0082 072-430-0255医療法人雄理会　理事小島　寿雄 平30. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 貝塚市石才５５３番地１ 常　勤:    2長　小島　寿雄 移転 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123314-00343 福原歯科 〒562-0025 0727-28-1557福原　裕二 福原　裕二 昭53. 5. 1歯   診療所
     箕面市粟生外院一丁目１１番２８常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123414-00384 涌本歯科医院 〒562-0024 0727(29)6104涌本　昇 涌本　昇 昭54. 7. 1歯   診療所
     箕面市粟生新家３－６－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 123514-00392 木田歯科医院 〒562-0003 0727-21-1565木田　保男 木田　保男 昭54.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     箕面市西小路三丁目１番９号大貴常　勤:    1 新規 現存
     ビル３階 (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123614-00400 山ノ井歯科医院 〒562-0036 0727-28-1188山ノ井　完 山ノ井　完 昭55. 3. 1歯   診療所
     箕面市船場西二丁目１８番６号杉常　勤:    1 新規 現存
     谷パークマンション１階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123714-00434 中村歯科医院 〒562-0011 0727-21-7499中村　雅晴 中村　雅晴 昭55.11. 1歯   診療所
     箕面市如意谷二丁目１番５１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123814-00509 仲田歯科医院 〒562-0025 0727(28)5077仲田　英司 仲田　英司 昭57. 5. 1歯   診療所
     箕面市粟生外院６－２－３３百番常　勤:    1 新規 現存
     館２０６ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123914-00533 清水歯科医院 〒562-0024 0727-29-7059清水　由雄 清水　由雄 昭58. 9.15歯   診療所
     箕面市粟生新家五丁目２４番２号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124014-00541 久保歯科医院 〒562-0023 0727(29)0034久保　隆夫 久保　隆夫 昭60. 4.10歯   診療所
     箕面市粟生間谷西２－６－５－１常　勤:    1 継承 現存
     ０１ (歯       1) 平30. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124114-00566 松本歯科 〒562-0031 0727(29)5775松本　仁 松本　仁 昭60. 8. 1歯   診療所
     箕面市小野原東３－１３－２　赤常　勤:    1 新規 現存
     坂コーポ１階 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124214-00624 岩本歯科医院 〒562-0043 0727-21-6171岩本　成雄 岩本　成雄 昭61.11. 1歯   矯歯 診療所
     箕面市桜井一丁目２０番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124314-00632 星野歯科 〒562-0031 072-728-2524星野　泰之 西村　知志 昭62. 3. 1歯   小歯 診療所
     箕面市小野原東五丁目４番１２号常　勤:    1 新規 現存
     サンハイツ小野原 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124414-00673 杉本歯科医院 〒562-0001 0727(22)7777杉本　盛一郎 杉本　盛一郎 昭63. 3. 1歯   小歯 診療所
     箕面市箕面６－２－５－１０５サ常　勤:    1 新規 現存
     ンプラザ１Ｆ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 124514-00723 竹下歯科医院 〒562-0031 0727-28-8055竹下　哲生 竹下　哲生 平 2. 9. 1歯   診療所
     箕面市小野原東四丁目２４番２９常　勤:    1 新規 現存
     号ハイマウンド１階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124614-00749 河辺歯科医院 〒562-0003 0727(24)7517河辺　強 河辺　強 平 3. 3. 1歯   診療所
     箕面市西小路３－１－１箕面ウェ常　勤:    1 新規 現存
     スト・フィルドビル４Ｆ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124714-00756 足立矯正歯科 〒562-0001 0727(24)2866足立　敏 足立　敏 平 3. 7. 1矯歯 診療所
     箕面市箕面５－１１－８　峰松ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124814-00780 赤西歯科診療所 〒562-0036 0727-28-8801赤西　正光 赤西　正光 平 4. 4. 1歯   診療所
     箕面市船場西１－６－７　三羽鶴常　勤:    1 新規 現存
     ビル４階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124914-00814 吉村歯科 〒562-0036 0727-28-7776吉村　博 吉村　博 平 5. 6. 1歯   診療所
     箕面市船場西二丁目７番５号シー常　勤:    1 新規 現存
     モア千里ビル３階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125014-00822 村井歯科医院 〒562-0001 0727-21-3195村井　健 村井　健 平 6. 1. 1歯   診療所
     箕面市箕面三丁目１番５６号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125114-00830 北川歯科医院 〒562-0043 0727-21-2647北川　修 北川　修 平 6. 1. 1歯   診療所
     箕面市桜井一丁目１２番８号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125214-00848 多田歯科医院 〒562-0004 0727-24-5543多田　恒 多田　恒 平 6. 3. 1歯   診療所
     箕面市牧落３－１３－３３アクテ常　勤:    1 新規 現存
     ィブ箕面２階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125314-00855 はぎはら歯科小野原診〒562-0031 0727-29-0863萩原　健作 萩原　健作 平 6. 5. 1歯   診療所
     療所 箕面市小野原東３－９－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125414-00897 大野歯科医院 〒562-0046 0727-21-2679大野　直人 大野　直人 平 7. 9.18歯   診療所
     箕面市桜ケ丘二丁目１番２６号 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平28. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125514-00913 藤原歯科医院 〒562-0045 0727-24-8110藤原　秀樹 藤原　秀樹 平 8. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     箕面市瀬川二丁目１５番７号ブラ常　勤:    1 新規 現存
     ンドール石田２階 (歯       1) 平29. 3. 1
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 125614-00921 藤本歯科医院 〒562-0044 0727-24-3729藤本　一博 藤本　一博 平 8.10. 1歯   診療所
     箕面市半町三丁目３番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125714-00939 鮫島歯科医院 〒562-0012 0727-22-0015鮫島　義明 鮫島　義明 平 9. 4. 1歯   診療所
     箕面市白島三丁目１番１４号アミ常　勤:    1 移転 現存
     ーズ白島１階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125814-00947 ムラナカ歯科医院 〒562-0001 0727-23-5363村中　智 村中　智 平 9. 7.29歯   診療所
     箕面市箕面四丁目１番２０号家間常　勤:    1 継承 現存
     ハイツ１階１０１号 (歯       1) 平24. 7.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125914-00954 長谷歯科医院 〒562-0043 0727-21-4147長谷　貴雄 長谷　貴雄 平11. 1. 1歯   診療所
     箕面市桜井一丁目２番３２号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126014-00962 徳岡デンタルクリニッ〒562-0026 0727-49-0501德岡　修 德岡　修 平11. 5. 1歯   診療所
     ク 箕面市外院三丁目５番１７号パテ常　勤:    1 新規 現存
     ィオ外院１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126114-00988 大前歯科医院 〒562-0043 0727-25-1181大前　泰三 大前　泰三 平12. 3. 1歯   小歯 診療所
     箕面市桜井一丁目２２番２４号ド常　勤:    1 新規 現存
     ルチェ桜井１０１号 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126214-00996 医療法人　聖智会　み〒562-0031 072-726-0118医療法人　聖智会　理三木　靖夫 平12. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     き歯科医院　小野原東箕面市小野原東五丁目１番２２号常　勤:    1事長　三木　靖夫 新規 現存
     診療所 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126314-01010 さだ森歯科 〒562-0001 0727-25-3532定森　義典 定森　義典 平12. 7. 1歯   診療所
     箕面市箕面五丁目１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126414-01036 澤田歯科医院 〒562-0001 0727-23-6710澤田　護 澤田　護 平14. 1. 1歯   診療所
     箕面市箕面七丁目１番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126514-01051 かつらぎ歯科 〒562-0003 072-725-8887葛城　秀彦 葛城　秀彦 平15. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     箕面市西小路二丁目８番２０号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 126614-01077 医療法人　塚本歯科 〒562-0044 072-722-0780医療法人塚本歯科　理塚本　直樹 平15. 9. 1歯   小歯 診療所
     箕面市半町三丁目１６番３号 常　勤:    1事長　塚本　直樹 移転 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126714-01085 医療法人篤信会　阪口〒562-0046 072-723-0371医療法人篤信会　理事阪口　彰 平16. 1. 1歯   歯外 診療所
     デンタルクリニック箕箕面市桜ケ丘一丁目１７番５３号常　勤:    1長　阪口　彰 新規 休止
     面分院 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126814-01093 かわばた歯科クリニッ〒562-0041 072-725-2577川端　克 川端　克 平16. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 箕面市桜五丁目１番３０号メゾン常　勤:    1 新規 現存
     アーデン１０１号室 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126914-01119 土居歯科医院 〒562-0001 072-721-7996土居　敏英 土居　敏英 平16. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     箕面市箕面五丁目１番５２号みの常　勤:    1 新規 現存
     おアルコス３階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127014-01127 医療法人健歯会　米山〒562-0046 072-721-0201医療法人健歯会米山歯米山　雅章 平16. 8. 9歯   小歯 診療所
     歯科医院 箕面市桜ケ丘四丁目１１番１５号常　勤:    1科医院　理事長　米山 移転 現存
     (歯       1)　雅章 平28. 8. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127114-01135 おりべ歯科医院 〒562-0043 072-721-2298織 　秀也 織 　秀也 平16.10.16歯   小歯 診療所
     箕面市桜井一丁目７番１８号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127214-01143 医療法人徳真会　みの〒562-0034 072-749-2080医療法人徳真会　理事鬼ヶ原　雄樹 平17. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     おデンタルクリニック箕面市西宿一丁目１１番５号 常　勤:    4長　鬼ヶ原　雄樹 新規 歯外 現存
     (歯       4) 平29. 4. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127314-01168 医療法人　落合歯科医〒562-0023 072-728-6480医療法人落合歯科医院落合　友香 平17. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     院 箕面市粟生間谷西三丁目１７番１常　勤:    2　理事長　落合　友香 移転 現存
     ８号キャピタルⅡ１階 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127414-01176 淺村歯科 〒562-0041 072-725-4618淺村　しゅん一 淺村　しゅん一 平17.10. 1歯   小歯 診療所
     箕面市桜三丁目４番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127514-01184 やまざき歯科医院 〒562-0033 072-749-4141山嵜　幸次 山嵜　幸次 平18. 5. 1歯   小歯 診療所
     箕面市今宮四丁目８番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 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   130 頁

 127614-01192 酒井歯科医院 〒562-0003 072-723-5608酒井　正記 酒井　正記 平18.11. 1歯   診療所
     箕面市西小路五丁目３番１３号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127714-01200 ふじい歯科医院 〒562-0032 072-726-4618藤井　孝之 藤井　孝之 平19. 1. 1歯   小歯 診療所
     箕面市小野原西四丁目１番２７号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127814-01218 ひがしさわ歯科 〒562-0004 072-724-6657東澤　佐登史 東澤　佐登史 平18.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     箕面市牧落一丁目１９番１６号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127914-01226 医療法人和慧会　沼田〒562-0001 072-724-5311医療法人和慧会　理事沼田　淳子 平19. 1. 1歯   診療所
     歯科医院 箕面市箕面一丁目１番４５号箕面常　勤:    1長　沼田　淳子 組織変更 現存
     阪急ビル２階 (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128014-01234 医療法人メディエフ　〒562-0042 072-721-2562医療法人メディエフ　寺嶋　宏曜 平19. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     寺嶋歯科医院 箕面市百楽荘一丁目３番２１号 常　勤:    2理事長　寺嶋　宏曜 組織変更 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128114-01242 医療法人　黒木歯科医〒562-0001 072-722-5470医療法人黒木歯科医院黒木　克哉 平19. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 箕面市箕面六丁目５番７号くもん常　勤:    3　理事長　黒木　克哉 組織変更 現存
     ぴあ箕面ビル２階 (歯       3) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128214-01275 なかい歯科医院 〒562-0004 072-724-2473中井　浩司 中井　浩司 平20. 6. 1歯   小歯 診療所
     箕面市牧落三丁目２番１３号エス常　勤:    2 新規 現存
     テートあけぼのビル２階 (歯       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128314-01283 谷歯科医院 〒562-0041 072-721-7290谷　哲 谷　哲 平20. 6. 1歯   診療所
     箕面市桜四丁目１７番２４号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128414-01291 ながせデンタルクリニ〒562-0003 072-725-0007永瀬　省互 永瀬　省互 平20. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 箕面市西小路二丁目７番２１号ジ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ャンディ箕面１階 (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 128514-01309 タカシマデンタルクリ〒562-0043 072-724-0118髙島　隆太郎 髙島　隆太郎 平20.10. 1歯   小歯 診療所
     ニック 箕面市桜井一丁目２番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128614-01317 小宮歯科医院 〒562-0043 072-721-8211小宮　玄二 小宮　玄二 平20.10. 1歯   小歯 診療所
     箕面市桜井二丁目４番５号サンテ常　勤:    1 新規 現存
     ィエ桜井　２階 (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128714-01341 サンクス歯科 〒562-0001 072-723-5223河野　隆史 河野　隆史 平21. 2. 1歯   小歯 診療所
     箕面市箕面六丁目４番２４号サン常　勤:    2 継承 現存
     クスみのお３階３０３号 (歯       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128814-01374 医療法人スマイル会　〒562-0036 072-729-4182医療法人スマイル会　吉田　真一郎 平21. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     よしだ歯科 箕面市船場西二丁目１９番２２号常　勤:    3理事長　吉田　真一郎 組織変更 矯歯 現存
     (歯       3) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128914-01382 しずくいし歯科医院 〒562-0001 072-724-8341雫石　毅 雫石　毅 平21.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     箕面市箕面六丁目９番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129014-01408 益野歯科医院 〒562-0003 072-721-1108益野　富美子 益野　富美子 平22. 6. 1歯   診療所
     箕面市西小路三丁目５番１０号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129114-01416 田中歯科医院 〒562-0014 072-722-8118田中　慎介 田中　慎介 平22. 6. 1歯   診療所
     箕面市萱野一丁目１番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129214-01481 江口歯科医院 〒562-0032 072-749-1015江口　壯壽 江口　壯壽 平24. 4. 1歯   診療所
     箕面市小野原西４丁目１０番４０常　勤:    1 新規 現存
     号サンルーブル箕面１Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129314-01507 アクア歯科 〒562-0036 072-730-0808矢鳴　謙一 矢鳴　謙一 平24.10. 1歯   診療所
     箕面市船場西２－２－４箕面河野常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 129414-01523 医療法人　禄士会　大〒562-0035 0727-29-0031医療法人　禄士会　理大谷　朋弘 平25. 1. 1歯   歯外 診療所
     谷歯科　箕面 箕面市船場東３丁目１番６号ＣＯ常　勤:    4事長　大谷　弘 組織変更 現存
     Ｍ２号館３Ｆ (歯       4) 平25. 1. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129514-01531 平野歯科クリニック 〒562-0032 072-743-5475平野　琢起 平野　琢起 平25. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     箕面市小野原西５丁目６番１１号常　勤:    1 新規 現存
     タミヤビル１階 (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129614-01549 さくらデンタルクリニ〒562-0043 072-720-5445豊田　義彦 豊田　義彦 平26. 5. 1歯   診療所
     ック 箕面市桜井１丁目２７番４３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129714-01556 尾川歯科医院 〒562-0001 072-720-1181尾川　真也 尾川　真也 平26. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     箕面市箕面６丁目４番３８号武藤常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ビル１階 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129814-01572 てらむら歯科 〒562-0046 072-720-7887寺村　薫 寺村　薫 平26. 7. 1歯   小歯 診療所
     箕面市桜ケ丘２丁目４番２０号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129914-01580 小路歯科クリニック 〒562-0012 072-721-8177小路　隆之 小路　隆之 平26. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     箕面市白島２丁目２番３８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130014-01598 桜井歯科医院 〒562-0041 072-737-4667桜井　大作 桜井　大作 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     箕面市桜４丁目１１番１５号箕面常　勤:    1 新規 現存
     桜医療ビル２階 (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130114-01606 ヒロデンタルクリニッ〒562-0015 072-726-3005医療法人ＩＤＣ　理事上田　紘史 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク・アリス箕面 箕面市稲５丁目２番４０号 常　勤:    1長　伊吹　薫 組織変更 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130214-01630 おもと歯科クリニック〒562-0027 072-726-0418尾本　直大 尾本　直大 平26.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     箕面市石丸２丁目１８番２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 130314-01648 医療法人　かわぐち歯〒562-0032 072-727-6480医療法人かわぐち歯科川口　護 平27. 1. 1小歯 歯   診療所
     科クリニック 箕面市小野原西６丁目１２番１号常　勤:    3クリニック　理事長　 組織変更 現存
     岩永ビル１０１ (歯       3)川口　護 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130414-01655 医療法人花栄会　ヴィ〒562-0013 072-725-1810医療法人花栄会　理事花山　展之 平27. 7. 1歯   小歯 診療所
     ソラデンタルクリニッ箕面市坊島四丁目５番２０号みの常　勤:    4長　花山　展之 組織変更 現存
     ク おキューズモールＷＥＳＴ１－１(歯       4) 平27. 7. 1
     ０５号室 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130514-01663 ＴＣ歯科クリニック 〒562-0027 072-749-4182藤井　理恵 藤井　理恵 平28. 2. 1歯   診療所
     箕面市石丸２丁目６－３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130614-01689 ファミーユ　デンタル〒562-0028 072-737-6657川野　雅也 川野　雅也 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     　オフィス 箕面市彩都粟生南五丁目１７番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130714-01697 箕面おとなこども歯科〒562-0001 072-724-8881領木　崇人 領木　崇人 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     箕面市箕面六丁目５番１号箕面グ常　勤:    1 新規 現存
     リーンマンション１階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130814-01705 みずかみ歯科・矯正歯〒562-0043 072-720-6480水上　伸太郎 水上　伸太郎 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     科クリニック 箕面市桜井二丁目２番１０号マス常　勤:    2 新規 現存
     トメゾン箕面桜井１階１０３号 (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130914-01713 たかはし歯科医院 〒562-0013 072-725-1182髙橋　元 髙橋　元 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     箕面市坊島四丁目１６番３３号エ常　勤:    1 新規 現存
     スぺランス箕面１階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131014-01721 ほたる歯科クリニック〒562-0043 0727-22-0035河野　貴夫 河野　貴夫 平29. 2. 8歯   歯外 小歯診療所
     箕面市桜井１－７－２０－１０２常　勤:    1 移転 現存
     宝メディカルビル (歯       1) 平29. 2. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131114-01739 マエノデンタルクリニ〒562-0013 072-720-7888前野　郁尚 前野　郁尚 平29. 4. 1歯   診療所
     ック 箕面市坊島１－３－４０　１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131214-01747 吉田歯科クリニック 〒563-0258 072-736-9090吉田　満典 吉田　満典 平29. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     箕面市森町南２丁目１番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
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 131314-01754 医療法人雄志会　タナ〒562-0024 072-743-1244医療法人雄志会　理事田中　宗雄 平29. 9. 1歯   診療所
     カデンタルクリニック箕面市粟生新家二丁目１番５２号常　勤:    1長　田中　宗雄 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131414-01762 医療法人ＵＤＣ　うえ〒562-0023 072-734-7777医療法人ＵＤＣ　理事植田　憲太郎 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     だ歯科クリニック 箕面市粟生間谷西一丁目１番６号常　勤:    3長　植田　憲太郎 組織変更 矯歯 現存
     (歯       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131514-01770 医療法人　加茂野歯科〒562-0023 072-730-0039医療法人加茂野歯科医加茂野　太郎 平29. 9. 1歯   小歯 診療所
     医院 箕面市粟生間谷西三丁目１１番１常　勤:    1院　理事長　加茂野　 組織変更 現存
     ８号 (歯       1)太郎 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131614-01788 ナカシマ歯科 〒562-0031 072-768-8841中島　崇 中島　崇 平30. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     箕面市小野原東３丁目１３番２６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131714-01796 なかの歯科 〒562-0001 072-720-6123中野　喜博 中野　喜博 平30. 4.18歯   小歯 歯外診療所
     箕面市箕面６丁目１番３０号箕面常　勤:    1 新規 現存
     本通りアーバンライフ１０１ (歯       1) 平30. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131814-01804 医療法人こすもす会　〒562-0005 072-721-5025医療法人こすもす会　小木曽　一貴 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     おぎそ歯科クリニック箕面市新稲７丁目９番１３号 常　勤:    1理事長　小木曽　一貴 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131914-01812 あやの歯科 〒562-0036 072-728-1824宮本　礼子 宮本　礼子 平30. 4.16歯   小歯 歯外診療所
     箕面市船場西２丁目１２番４号Ｏ常　勤:    1 新規 現存
     ＴＣプライムハイツ１０２号 (歯       1) 平30. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132015-01041 寺野歯科医院 〒537-0003 06-6981-0315寺野　弘徳 寺野　弘徳 昭49.10. 1歯   診療所
     大阪市東成区神路三丁目１５番１常　勤:    1 継承 現存
     ０号 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132115-01124 村瀬歯科医院 〒537-0021 06-6981-2867村瀬　章三 村瀬　章三 昭51. 5. 1歯   診療所
     大阪市東成区東中本１－１２－９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132215-01132 加藤歯科医院 〒537-0002 06-6971-3381加藤　仁朗 加藤　仁朗 昭52. 1. 1歯   診療所
     大阪市東成区深江南二丁目３番１常　勤:    1 現存
     ９号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 132315-01140 寺田歯科医院 〒537-0035 06-6974-4747寺田　行正 寺田　行正 昭52. 3. 1歯   診療所
     大阪市東成区中道三丁目１５番１常　勤:    1 移転 現存
     ６号毎日東ビル１階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132415-01215 西尾歯科医院 〒537-0022 06-6981-0659西尾　謙治 西尾　謙治 昭57. 2. 1歯   診療所
     大阪市東成区中本１－３－１５ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132515-01264 多羅歯科医院 〒537-0014 06-6972-4789多羅　福孝 多羅　福孝 昭57.12. 1歯   診療所
     大阪市東成区大今里西三丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     ３号　　 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132615-01355 増田歯科医院 〒537-0011 06-6976-6618増田　美知子 増田　美知子 昭60. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東成区東今里３－２２－２常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132715-01363 竹本歯科医院 〒537-0021 06-6971-0750竹本　憲正 竹本　憲正 昭60.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東成区東中本二丁目４番７常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132815-01371 坂井歯科 〒537-0022 06-6971-6487坂井　直博 坂井　直博 昭61. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東成区中本３－９－２０－常　勤:    1 新規 現存
     １０２ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132915-01389 松原歯科 〒537-0014 06-6974-0118松原　一典 松原　一典 昭61. 7. 1歯   診療所
     大阪市東成区大今里西一丁目１７常　勤:    1 新規 現存
     番２８号大融ビル１階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133015-01397 土井歯科医院 〒537-0001 06-6976-9876土井　英暉 土井　英暉 昭63. 1. 1歯   診療所
     大阪市東成区深江北一丁目３番１常　勤:    2 移転 現存
     ３号 (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133115-01405 友田歯科 〒537-0003 06-6971-8677友田　達 友田　達 昭63. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東成区神路３－７－２８ロ常　勤:    2 新規 現存
     ータリーマンション神路１Ｆ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133215-01439 石川歯科医院 〒537-0023 06-6981-0243石川　雅一 石川　雅一 昭63.11. 8歯   診療所
     大阪市東成区玉津二丁目２１番４常　勤:    1 移転 現存
     ０号 (歯       1) 平24.11. 8
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 133315-01454 松井歯科 〒537-0024 06-6976-4747松井　康彦 松井　康彦 平元. 4. 1歯   診療所
     大阪市東成区東小橋１－１４－３常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133415-01462 天上歯科医院 〒537-0025 06-6971-4182天上　吉隆 天上　吉隆 平元. 8. 1歯   診療所
     大阪市東成区中道一丁目４番２号常　勤:    1 新規 現存
     森ノ宮スカイガーデンハウス２階(歯       1) 平28. 8. 1
     ２０２号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133515-01488 中田歯科医院 〒537-0013 06-6972-7750中田　和宏 中田　和宏 平 2. 1. 4歯   診療所
     大阪市東成区大今里南五丁目１３常　勤:    1 継承 現存
     番１５号 (歯       1) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133615-01496 医療法人　吉田歯科医〒537-0001 06-6971-1888医療法人　吉田歯科医吉田　啓示 平 2. 1. 1歯   診療所
     院 大阪市東成区深江北二丁目１番３常　勤:    1院　理事長　吉田　啓 組織変更 現存
     号東陽ビル２階 (歯       1)示 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133715-01561 文元歯科医院 〒537-0023 06-6977-1166文元　基宝 文元　基宝 平 5.10. 1歯   診療所
     大阪市東成区玉津三丁目８番６号常　勤:    1 新規 現存
     ロイヤル丸文Ⅱ１階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133815-01595 古沢歯科クリニック 〒537-0023 06-6971-7539古澤　栄之 古澤　栄之 平 6.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東成区玉津二丁目１６番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133915-01603 そが歯科 〒537-0003 06-6971-8686曽我　昌子 曽我　昌子 平 7. 2. 1歯   診療所
     大阪市東成区神路一丁目１０番８常　勤:    1 新規 現存
     号パークレーン深江１階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134015-01637 佐々木歯科医院 〒537-0013 06-6971-0866佐々木　卓哉 佐々木　卓哉 平 8. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東成区大今里南四丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     １１号佐々木ビル２階 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134115-01694 金子歯科医院 〒537-0014 06-6972-2666金子　秀兆 金子　秀兆 平 9.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東成区大今里西二丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     番８号 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134215-01710 はたひら歯科 〒537-0013 06-6973-8217畠平　剛志 畠平　剛志 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東成区大今里南二丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     １６号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 134315-01728 須田歯科 〒537-0025 06-6973-7064須田　成雄 須田　成雄 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東成区中道一丁目８番１５常　勤:    1 新規 現存
     号金井ビル２階 (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134415-01736 かめやま歯科クリニッ〒537-0024 06-6973-6480亀山　達也 亀山　達也 平10. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市東成区東小橋三丁目２０番常　勤:    1 新規 現存
     １１号近畿ビル２階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134515-01751 柴田歯科医院 〒537-0021 06-6977-4618柴田　真一 柴田　真一 平11.11. 1歯   診療所
     大阪市東成区東中本三丁目４番３常　勤:    1 新規 現存
     ０号 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134615-01769 ただの歯科医院 〒537-0003 06-6975-8148但野　正朗 但野　正朗 平12. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市東成区神路四丁目１１番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号レジデンス新深江１階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134715-01777 うえだ歯科医院 〒537-0012 06-6976-3718上田　明忠 上田　明忠 平12.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市東成区大今里三丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     １７号オーク・イマザト１階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134815-01785 安井歯科医院 〒537-0012 06-4259-6198安井　常晴 安井　常晴 平13. 2. 1歯   診療所
     大阪市東成区大今里四丁目４番６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134915-01793 岩本歯科・矯正歯科 〒537-0024 06-6971-5672岩本　浩 岩本　浩 平13. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大阪市東成区東小橋一丁目２番９常　勤:    2 継承 歯外 現存
     号 (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135015-01801 北村歯科医院 〒537-0023 06-6981-4054北村　恵美子 北村　恵美子 平13. 5. 8歯   診療所
     大阪市東成区玉津一丁目１１番２常　勤:    1 継承 現存
     １号 (歯       1) 平25. 5. 8
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135115-01827 かとう歯科医院 〒537-0002 06-6975-3741加藤　準 加藤　準 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東成区深江南二丁目１８番常　勤:    1 新規 現存
     １６号 (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135215-01835 清水歯科医院 〒537-0012 06-6981-0046清水　良祐 清水　良祐 平15. 5. 1歯   診療所
     大阪市東成区大今里一丁目３６番常　勤:    1 継承 現存
     １４号 (歯       1) 平27. 5. 1
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 135315-01843 池原歯科医院 〒537-0014 06-6971-3980池原　良治 池原　良治 平15. 7.21歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東成区大今里西一丁目２番常　勤:    1 継承 現存
     ３３号 (歯       1) 平27. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135415-01850 いわさき歯科クリニッ〒537-0021 06-6971-8211李　満福 李　満福 平16. 3. 1歯   小歯 診療所
     ク 大阪市東成区東中本一丁目１５番常　勤:    1 新規 現存
     ３１号２階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135515-01884 宮本歯科医院 〒537-0003 06-6976-5020宮本　浩子 宮本　浩子 平16. 4. 7歯   診療所
     大阪市東成区神路四丁目５番７号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135615-01892 緑橋歯科診療所 〒537-0021 06-6974-4001佐々木　康孝 佐々木　康孝 平16. 5. 1歯   診療所
     大阪市東成区東中本二丁目１番２常　勤:    1 継承 現存
     ５号清水ビル２階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135715-01900 米谷歯科医院 〒537-0012 06-6974-8241米谷　哲 米谷　哲 平16. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東成区大今里三丁目２４番常　勤:    2 継承 現存
     １８号 (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135815-01942 山本歯科 〒537-0012 06-6981-8018山本　健 山本　健 平18. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東成区大今里一丁目３１番常　勤:    1 新規 現存
     ２１号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135915-01959 医療法人　中島歯科医〒537-0023 06-6971-4600医療法人　中島歯科医中島　勇人 平18. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 大阪市東成区玉津一丁目２番６号常　勤:    2院　理事長　中島　勇 組織変更 現存
     (歯       2)人 平24. 7. 1
     非常勤:   12
     (歯      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136015-01975 田歯科医院 〒537-0024 06-6971-5803 田　健 田　健 平19. 4. 1歯   診療所
     大阪市東成区東小橋三丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136115-01983 つよし歯科医院 〒537-0022 06-6972-8241中川　斉 中川　斉 平19. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東成区中本一丁目９番１１常　勤:    1 新規 現存
     号コノミヤ２階 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136215-02015 吉田歯科医院 〒537-0014 06-6971-4618吉田　健二 吉田　健二 平20. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東成区大今里西一丁目２６常　勤:    3 新規 現存
     番５号ロハスプラザ今里２０１号(歯       3) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 136315-02023 村上歯科医院 〒537-0012 06-6972-5260村上　信明 村上　信明 平21. 1. 1歯   診療所
     大阪市東成区大今里二丁目２２番常　勤:    3 継承 現存
     １４号 (歯       3) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136415-02031 医療法人　かんの歯科〒537-0002 06-6977-4182医療法人かんの歯科ク神野　 行 平21. 7. 1歯   小歯 診療所
     クリニック 大阪市東成区深江南二丁目１１番常　勤:    4リニック　理事長　神 組織変更 現存
     ２０号 (歯       4)野　 行 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136515-02049 生協森の宮歯科 〒537-0025 06-6975-0841生活協同組合ヘルスコ池田　善一 平21. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市東成区中道一丁目１０番３常　勤:    4ープおおさか　理事長 移転 現存
     ５号 (歯       4)　水野　俊和 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136615-02056 はしもと歯科クリニッ〒537-0002 06-6977-6480橋本　明 橋本　明 平22.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 大阪市東成区深江南一丁目６番７常　勤:    1 新規 現存
     号シティハイツ深江１階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136715-02072 前田歯科医院 〒537-0024 06-6972-2560前田　浩二 前田　浩二 平23. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東成区東小橋２丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136815-02080 医療法人正宥会　林歯〒537-0012 06-6976-8148医療法人正宥会　理事林　正純 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     科医院 大阪市東成区大今里１丁目１１番常　勤:    2長　林　正純 組織変更 現存
     ２４号 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136915-02106 篠原長寿歯科 〒537-0012 06-6977-6020篠原　裕之 篠原　裕之 平24. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市東成区大今里１丁目１番８常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137015-02114 しま歯科医院 〒537-0024 06-6974-6488島　乃生子 島　乃生子 平24. 5. 1歯   診療所
     大阪市東成区東小橋３丁目１７番常　勤:    1 新規 現存
     １号大阪福助社３階３０１ (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137115-02122 くぜ歯科医院 〒537-0013 06-6978-1180 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東成区大今里南１丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137215-02130 かねだ歯科クリニック〒537-0011 06-6971-1188金田　善俊 金田　善俊 平25. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東成区東今里３丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     ２２号 (歯       1) 平25. 5. 1
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 137315-02148 医療法人　阡周会　あ〒537-0014 06-6973-0725医療法人　阡周会　理綾戸　成史 平25. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     やと歯科 大阪市東成区大今里西一丁目５番常　勤:    1事長　黒田　祐彰 組織変更 現存
     １６号 (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137415-02155 福井歯科 〒537-0002 06-6981-6587福井　優樹 福井　優樹 平26. 1. 6歯   診療所
     大阪市東成区深江南３丁目２２番常　勤:    1 移転 現存
     ２２号 (歯       1) 平26. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137515-02171 安東歯科医院 〒537-0013 06-6971-8305安東　克之 安東　克之 平27. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東成区大今里南２丁目２１常　勤:    1 継承 現存
     番８号 (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137615-02189 ともファミリー歯科 〒537-0021 06-4309-8841鷹尾　知子 鷹尾　知子 平28. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東成区東中本二丁目１７番常　勤:    1 新規 現存
     ２９号シャトレ緑橋１階 (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137715-02197 山田歯科医院 〒537-0025 06-6971-3276山田　浩之 山田　浩之 平28. 8. 1歯   診療所
     大阪市東成区中道三丁目１５番２常　勤:    1 継承 現存
     ８号 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137815-02205 むつみ歯科 〒537-0014 06-6971-1181内海　崇裕 内海　崇裕 平28.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東成区大今里西三丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ６８号 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137915-02213 はなぶさ歯科クリニッ〒537-0024 06-6975-6480英　孝倫 英　孝倫 平28.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市東成区東小橋一丁目１－２常　勤:    1 新規 現存
     ３オーキッドコート玉造１Ｆ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138015-02239 アルジュナ　デンタル〒537-0022 06-6972-1058福田　孝芳 福田　孝芳 平29. 5. 1歯   診療所
     　クリニック 大阪市東成区中本４丁目１３番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138115-02247 深江橋歯科クリニック〒537-0001 06-6978-6000稲村　有希久 稲村　有希久 平29. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市東成区深江北１丁目２番１常　勤:    1 継承 現存
     １号 (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 138215-02254 いし川デンタルクリニ〒537-0013 06-6974-4118石川　嘉三 石川　嘉三 平30. 1.22歯   小歯 歯外診療所
     ック 大阪市東成区大今里南１丁目１番常　勤:    1 移転 現存
     １９号小山今里ビル２階 (歯       1) 平30. 1.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138315-02262 松山歯科 〒537-0014 06-6224-7468松山　健児 松山　健児 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東成区大今里西３丁目６番常　勤:    1 新規 現存
     ３号ラフィーネ今里１階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138415-02270 医療法人わかば会　い〒537-0014 06-6977-1010医療法人わかば会　理 平　智広 平30. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     まざと駅前歯科クリニ大阪市東成区大今里西一丁目３０常　勤:    1事長　杉本　紳也 新規 歯外 現存
     ック 番８号Ｇｒａｎｄ　Ｒｅｇｉｓ　(歯       1) 平30. 6. 1
     １Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138516-00405 西浦歯科医院 〒564-0063 06-6384-0949西浦　守 西浦　守 昭38. 2. 1歯   診療所
     吹田市江坂町三丁目３２番３０号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138616-00587 水谷歯科医院 〒565-0842 06-6388-7676水谷　善博 水谷　善博 昭42.11. 1歯   診療所
     吹田市千里山東一丁目４番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138716-00710 酒井歯科医院 〒565-0813 06-6877-4391酒井　洋一 酒井　洋一 昭46. 1. 1歯   診療所
     吹田市千里丘下２１番１３号 常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138816-00736 北村歯科医院 〒564-0082 06-6387-2262北村　康栄 北村　康栄 昭46. 8. 1歯   診療所
     吹田市片山町四丁目４番１号片山常　勤:    1 新規 現存
     マンション (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138916-00751 坂本歯科医院 〒564-0004 06-6387-2223坂本　和夫 坂本　和夫 昭47. 2. 1歯   診療所
     吹田市原町四丁目１５番１号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139016-00819 浅野歯科医院 〒565-0874 06-6832-7678浅野　長利 浅野　長利 昭47.11. 1歯   診療所
     吹田市古江台４丁目２－３９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139116-00918 丸山歯科医院 〒564-0041 06-6388-1882丸山　輝幹 丸山　輝幹 昭49.12. 1歯   診療所
     吹田市泉町五丁目１番４７号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139216-00967 辻歯科医院 〒564-0061 06-6386-9416辻　清太郎 辻　清太郎 昭51. 8. 1歯   診療所
     吹田市円山町６番２９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
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 139316-01064 橋本歯科医院 〒564-0063 06-6380-1182橋本　豊 橋本　豊 昭52. 7. 1歯   診療所
     吹田市江坂町一丁目１１番１３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139416-01072 医療法人青山会　岸歯〒565-0875 06-6872-0770医療法人　青山会　理岸　英樹 昭52. 8. 1歯   診療所
     科診療所 吹田市青山台三丁目２６番３号 常　勤:    3事長　岸　英樹 新規 現存
     (歯       3) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139516-01155 高橋歯科医院 〒565-0806 06-6876-2588高橋　邦夫 高橋　邦夫 昭53. 6. 1歯   診療所
     吹田市樫切山２１番Ｓ館１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139616-01163 上橋歯科医院 〒565-0854 06-6833-7760上橋　芳雄 上橋　芳雄 昭53. 6. 1歯   小歯 診療所
     吹田市桃山台二丁目５番１１号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139716-01213 清野歯科医院 〒564-0063 06-6380-1537清野　秀昭 清野　秀昭 昭53.12. 1歯   診療所
     吹田市江坂町二丁目３番４号ケン常　勤:    1 新規 現存
     ヨービル２階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139816-01338 杉岡歯科医院 〒564-0027 06-6383-4455杉岡　保 杉岡　保 昭54.10. 1歯   診療所
     吹田市朝日町３－３０６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139916-01361 西口歯科医院 〒565-0874 06-6833-7755西口　秀樹 西口　秀樹 昭55. 4. 1歯   診療所
     吹田市古江台１－１８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140016-01411 井ノ内歯科医院 〒565-0824 06-6875-1675井ノ内　順一 井ノ内　順一 昭56. 4. 1歯   診療所
     吹田市山田西２番４号Ａ１－１１常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140116-01460 マスヤ歯科医院 〒565-0823 06-6878-0558桝家　由和 桝家　由和 昭56. 4. 1歯   診療所
     吹田市山田南２９番４号棟１０４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140216-01486 ハタ歯科医院 〒565-0842 06-6380-5515畑　憲秀 畑　憲秀 昭56. 6. 1歯   診療所
     吹田市千里山東１番１６号メゾン常　勤:    1 継承 現存
     オート第２ビル (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 140316-01601 山本歯科医院 〒564-0032 06-6381-2484山本　哲也 山本　哲也 昭57. 7. 1歯   診療所
     吹田市内本町２－２－３７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140416-01619 フクハラ歯科医院 〒565-0862 06-6835-2020福原　稔 福原　稔 昭58. 4. 1歯   診療所
     吹田市津雲台１－２０－３０　南常　勤:    4 新規 現存
     千里ビル３階 (歯       4) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140516-01643 那須歯科医院 〒564-0027 06-6319-2727那須　馨 那須　馨 昭58. 4. 1歯   診療所
     吹田市朝日町１８－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140616-01676 田島歯科医院 〒565-0816 06-6875-3737田島　研次 田島　研次 昭58. 7. 1歯   診療所
     吹田市長野東１８番１号千里セピ常　勤:    1 新規 現存
     アテラス２階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140716-01692 村橋歯科医院 〒565-0832 06-6388-6449村橋　儀彦 村橋　儀彦 昭59. 1. 1歯   診療所
     吹田市五月が丘南９番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140816-01700 伯田歯科医院 〒564-0083 06-6330-0779伯田　剛 伯田　剛 昭59. 3. 1歯   診療所
     吹田市朝日が丘町１５番９号第５常　勤:    1 新規 現存
     関根マンション２階 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140916-01718 阿部歯科 〒564-0026 06-6383-5623阿部　貴吉 阿部　貴吉 昭59. 3. 1歯   診療所
     吹田市高浜町４番３８号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141016-01742 ミヨシ歯科医院 〒564-0012 06-6383-8011見吉　俊彦 見吉　俊彦 昭59. 6. 1歯   診療所
     吹田市南正雀二丁目３１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141116-01759 水川歯科医院 〒564-0062 06-6330-6333水川　健司 水川　健司 昭59.10. 1歯   診療所
     吹田市垂水町二丁目２１番２０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141216-01841 須田歯科医院 〒565-0824 06-6878-1003須田　誠治 須田　誠治 昭61. 3. 1歯   診療所
     吹田市山田西四丁目１番３５号山常　勤:    1 新規 現存
     田東阪急ビル２階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141316-01858 辻井歯科医院 〒564-0082 06-6388-0057辻井　孝 辻井　孝 昭61. 1.22歯   診療所
     吹田市片山町一丁目５番１５号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 1.22
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 141416-01874 華山歯科医院 〒565-0851 06-6330-9716華山　拓明 華山　拓明 昭62. 1. 1歯   診療所
     吹田市千里山西五丁目６番２７号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141516-01882 古川歯科医院 〒564-0004 06-6380-8211古川　哲郎 古川　哲郎 昭62. 1. 1歯   診療所
     吹田市原町三丁目３番５号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141616-01932 中村歯科医院 〒564-0082 06-6339-0794中村　浩 中村　浩 昭62. 7. 1歯   診療所
     吹田市片山町三丁目１５番１８号常　勤:    1 新規 現存
     サンクレオビル１階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141716-01965 みなもと歯科医院 〒565-0833 06-6388-1980源　伸夫 源　伸夫 昭62.11. 1歯   小歯 診療所
     吹田市五月が丘西７番１号プラネ常　勤:    1 新規 現存
     ビル２０５ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141816-01973 丹羽歯科 〒565-0832 06-6337-9331丹羽　政男 丹羽　政男 昭63. 2. 1歯   小歯 診療所
     吹田市五月が丘南３２－１　ハイ常　勤:    1 新規 現存
     タウン樽澤２階 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141916-02021 直田歯科医院 〒564-0036 06-6381-1741直田　有正 直田　有正 昭63. 6. 1歯   診療所
     吹田市寿町１－８－１７　サンヴ常　勤:    1 移転 現存
     ェールユカミ２０２ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142016-02062 石岡歯科医院 〒565-0861 06-6832-9185石岡　久和 石岡　久和 平元. 6. 1歯   診療所
     吹田市高野台一丁目６番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142116-02088 ゆう歯科医院 〒565-0816 06-6876-5423酒井　ゆう子 酒井　ゆう子 平元. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市長野東２４番１１号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142216-02096 医療法人　井ノ上歯科〒565-0823 06-6875-2626医療法人　井ノ上歯科井ノ上　健一 平元. 7. 1歯   診療所
     医院 吹田市山田南３０番８号 医院　理事長　井ノ上 組織変更 現存
     　健一 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142316-02112 医療法人　谷口歯科医〒565-0851 06-6330-7575医療法人　谷口歯科医谷口　学 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 吹田市千里山西六丁目６３番２７常　勤:    1院　理事長　谷口　学 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 142416-02120 医療法人　手島歯科医〒565-0804 06-6875-0150医療法人手島歯科医院手島　正臣 平元. 7. 1歯   診療所
     院 吹田市新芦屋上１２番１４号 常　勤:    1　理事長　手島　正臣 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142516-02138 千原歯科医院 〒564-0012 06-6319-6841千原　耕治 千原　耕治 平元.10. 1歯   診療所
     吹田市南正雀二丁目５番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142616-02161 医療法人　平川歯科医〒564-0041 06-6386-4582医療法人平川歯科医院平川　光彦 平 2. 1. 1歯   診療所
     院 吹田市泉町二丁目４７番５号第３常　勤:    1　理事長　平川　光彦 組織変更 現存
     関根マンション１階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142716-02179 黒田歯科医院 〒564-0022 06-6381-8889黒田　和孝 黒田　和孝 平 2. 4. 1歯   矯歯 診療所
     吹田市末広町２６番４号カサリベ常　勤:    1 新規 現存
     ーラ２１１ (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142816-02187 シンザカ歯科 〒565-0852 06-6821-0379新酒　一央 新酒　一央 平 2. 5. 1歯   診療所
     吹田市千里山竹園一丁目２１番４常　勤:    1 新規 現存
     号ＭＥＲＲＹ　ＨＩＬＬ緑地公園(歯       1) 平29. 5. 1
     １階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142916-02195 大久保歯科医院 〒564-0082 06-6387-0418大久保　憲一 大久保　憲一 平 2. 4. 1歯   診療所
     吹田市片山町四丁目１４番２１号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143016-02229 久世歯科医院 〒565-0842 06-6385-0064久世　一路 久世　一路 平 2. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市千里山東二丁目２８番５号常　勤:    1 新規 現存
     久世ビル３階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143116-02237 ひきだ歯科医院 〒564-0062 06-6385-1140疋田　陽造 疋田　陽造 平 2. 7. 1歯   小歯 診療所
     吹田市垂水町三丁目３５番１８号常　勤:    1 新規 現存
     成晃ビル２階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143216-02278 医療法人聖十字　日野〒564-0073 06-6387-2126医療法人聖十字　理事日野　宏 平 2. 7. 1歯   診療所
     歯科豊津 吹田市山手町二丁目７番３号田中常　勤:    1長　日野　宏 組織変更 現存
     愛ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143316-02310 みちや歯科医院 〒564-0036 06-6317-3111山本　道也 山本　道也 平 2.11. 1歯   診療所
     吹田市寿町二丁目１１番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 143416-02328 佐野歯科 〒564-0031 06-6382-4769佐野　和男 佐野　和男 平 2.11. 1歯   診療所
     吹田市元町９番１号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143516-02336 伊藤デンタルクリニッ〒564-0053 06-6821-6886伊藤　哲夫 伊藤　哲夫 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 吹田市江の木町５－３　ＬＨ江坂常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143616-02351 寺西歯科医院 〒564-0023 06-6317-0010寺西　義浩 寺西　義浩 平 3. 4. 1歯   矯歯 診療所
     吹田市日の出町９－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143716-02369 笹井歯科医院 〒564-0027 06-6317-5665笹井　一弘 笹井　一弘 平 3. 6. 1歯   診療所
     吹田市朝日町１４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143816-02385 田中歯科医院 〒565-0804 06-6878-6480田中　隆雄 田中　隆雄 平 3. 8. 1歯   診療所
     吹田市新芦屋上２３番１号メゾン常　勤:    1 新規 現存
     千里丘ショッピングセンター２階(歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143916-02401 水野歯科医院 〒565-0848 06-6821-9330水野　俊介 水野　俊介 平 3.12. 1歯   診療所
     吹田市千里山高塚１７－８－１０常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144016-02468 瀧本歯科医院 〒565-0821 06-6875-1139瀧本　公平 瀧本　公平 平 4. 8. 1歯   小歯 診療所
     吹田市山田東四丁目１７番２９号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144116-02484 医療法人　道家小児歯〒564-0082 06-6380-6578医療法人道家小児歯科井上　亜季 平 5. 1. 1小歯 歯   診療所
     科 吹田市片山町一丁目４番１号ノザ常　勤:    2　理事長　井上　亜季 組織変更 現存
     キビル４階 (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144216-02492 医療法人　のぶとう歯〒564-0062 06-6384-5858医療法人のぶとう歯科信藤　孝博 平 5. 1. 1歯   診療所
     科医院 吹田市垂水町一丁目５番４４号 常　勤:    3医院　理事長　信藤　 継承 現存
     (歯       3)孝博 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144316-02518 ときざね矯正歯科 〒565-0842 06-6338-6712時実　千代子 時実　千代子 平 5. 4. 1矯歯 診療所
     吹田市千里山東一丁目１６番８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
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 144416-02534 香川矯正歯科医院 〒564-0032 06-6383-8211香川　正之 香川　正之 平 6. 1. 1矯歯 診療所
     吹田市内本町一丁目１０番１１号常　勤:    1 新規 現存
     旭ファイブ２０５号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144516-02583 かとう歯科医院 〒564-0062 06-6368-8855加藤　一生 加藤　一生 平 6. 5. 1歯   小歯 診療所
     吹田市垂水町１－２８－８信和マ常　勤:    1 新規 現存
     ンション２階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144616-02625 めいゆう矯正歯科 〒565-0874 06-6833-5777陳　明裕 陳　明裕 平 7. 1. 1矯歯 歯外 小歯診療所
     吹田市古江台四丁目２番２５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144716-02658 医療法人古江会　高橋〒565-0874 06-6872-3306医療法人古江会　理事田中　義弘 平 7. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 吹田市古江台二丁目８番１０号 常　勤:    2長　田中　剛 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144816-02666 医療法人社団建歯会　〒564-0051 06-6384-2861医療法人社団建歯会　青木　建雄 平 7. 1. 1歯   診療所
     青木歯科医院 吹田市豊津町１番１８号エクラー常　勤:    2理事長　青木　建雄 組織変更 現存
     ト江坂ビル２階 (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144916-02674 とのはた歯科 〒564-0011 06-6382-0301殿畑　嘉章 殿畑　嘉章 平 7. 4. 1歯   診療所
     吹田市岸部南一丁目２５番７号　常　勤:    1 新規 現存
     ３３番館２階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145016-02682 西浦歯科医院 〒565-0851 06-6338-6333西浦　一憲 西浦　一憲 平 7. 5. 1歯   診療所
     吹田市千里山西三丁目４０番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145116-02708 小寺歯科医院 〒565-0823 06-6878-7450小寺　敏夫 小寺　敏夫 平 7. 5. 1歯   診療所
     吹田市山田南８番２８号アネック常　勤:    1 新規 現存
     ス池川２階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145216-02724 川東歯科医院 〒564-0073 06-6380-6070川東　理 川東　理 平 7. 6. 1歯   診療所
     吹田市山手町一丁目７番７号ヴィ常　勤:    1 新規 現存
     ラ山手１階１０１号室 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 145316-02740 奥谷歯科医院 〒565-0841 06-6387-9699奥谷　浩之 奥谷　浩之 平 7. 7. 1歯   小歯 診療所
     吹田市上山手町３０番１３号グリ常　勤:    1 新規 現存
     ーンハイム上山手１階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145416-02831 阪本デンタルクリニッ〒564-0001 06-6368-8880阪本　尚 阪本　尚 平 8. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 吹田市岸部北五丁目３２番１号東常　勤:    1 新規 現存
     千里ＯＭパレス１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145516-02856 服部歯科医院 〒565-0841 06-6368-8278服部　嘉信 服部　嘉信 平 8. 9. 1歯   診療所
     吹田市上山手町１５番２８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145616-02872 フジタ歯科クリニック〒565-0824 06-6877-8214藤田　衡 藤田　衡 平 8.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     吹田市山田西一丁目２６番１５号常　勤:    1 新規 現存
     メゾンドールⅢ２０１号室 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145716-02914 やまむらデンタルクリ〒565-0821 06-6877-5288山村　尚 山村　尚 平 8.11. 1小歯 歯   診療所
     ニック 吹田市山田東一丁目３６番１号ラ常　勤:    1 新規 現存
     イオンズマンション万博公園 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145816-02955 山田歯科医院 〒565-0862 06-6871-4536山田　実 山田　実 平 9. 4.13歯   診療所
     吹田市津雲台四丁目２番２号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145916-02963 医療法人　長滝歯科医〒565-0834 06-6876-0055医療法人長滝歯科医院長瀧　孝夫 平 9. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 吹田市五月が丘北１番１０号メロ常　勤:    1　理事長　長瀧　孝夫 組織変更 現存
     ディーハイツ五月が丘２階２０５(歯       1) 平24. 7. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146016-02971 山本歯科医院 〒565-0824 06-6816-2001山本　泉 山本　泉 平 9.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     吹田市山田西三丁目５７番１６号常　勤:    1 新規 現存
     コモン山田ウエスト１０４号 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146116-02997 和田歯科医院 〒565-0831 06-6388-6993和田　哲司 和田　哲司 平10. 1. 1歯   小歯 診療所
     吹田市五月が丘東７－３０ヴィラ常　勤:    1 新規 現存
     オハラ１階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146216-03003 こんどう歯科 〒564-0043 06-6378-1555近藤　哲也 近藤　哲也 平10. 3. 1歯   診療所
     吹田市南吹田三丁目４番２６号ベ常　勤:    1 新規 現存
     ルビューレ江坂弐番館２階 (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 146316-03029 さいとう歯科 〒564-0004 06-6337-8849斎藤　博 斎藤　博 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     吹田市原町一丁目３６番３号エク常　勤:    1 新規 現存
     レールⅡ２階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146416-03045 医療法人真摯会　まつ〒565-0821 06-6878-4500医療法人真摯会　まつ松本　正洋 平10. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     もと歯科 吹田市山田東二丁目１番１号チサ常　勤:   13もと歯科　理事長　松 組織変更 矯歯 現存
     トビル２階 (歯      13)本　正洋 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146516-03060 はしもと歯科医院 〒565-0841 06-4861-0161橋本　淳之 橋本　淳之 平10.12. 1歯   小歯 診療所
     吹田市上山手町３０番１号アーバ常　勤:    1 新規 現存
     ンヒルズ千里１０５ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146616-03078 医療法人　岡歯科医院〒565-0836 06-6387-0066医療法人　岡歯科医院岡　賢二 平10.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     吹田市佐井寺三丁目１番２２号 常　勤:    3　理事長　岡　賢二 移転 現存
     (歯       3) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146716-03094 医療法人徳真会　江坂〒564-0051 06-6310-7660医療法人徳真会　理事寺嶋　悟 平11. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     第二歯科診療所 吹田市豊津町１１番３７号 常　勤:    3長　鬼ヶ原　雄樹 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平29. 4. 1
     非常勤:   13
     (歯      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146816-03102 つじい歯科医院 〒565-0824 06-4864-8286辻井　泰人 辻井　泰人 平11. 5. 1歯   診療所
     吹田市山田西二丁目１０番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146916-03110 毛利歯科 〒565-0851 06-6330-7999毛利　裕城 毛利　裕城 平11.12. 1歯   診療所
     吹田市千里山西六丁目３２番５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147016-03136 医療法人愛勝道会　や〒564-0051 06-6337-1118医療法人　愛勝道会　山口　勝道 平12. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     まぐち歯科クリニック吹田市豊津町１４番１０号丸萬ビ常　勤:    5やまぐち歯科クリニッ 組織変更 矯歯 現存
     ル４０５号室 (医       1)ク　理事長　山口　勝 平30. 1. 1
     (歯       4)道
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147116-03144 医療法人拓永会　深田〒565-0855 06-6872-0648医療法人　拓永会　理深田　拓司 平12. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 吹田市佐竹台四丁目４番９号 常　勤:    3事長　深田　拓司 組織変更 現存
     (歯       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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 147216-03151 中野歯科医院 〒564-0022 06-6383-8269中野　雅由 中野　雅由 平12. 3. 1歯   小歯 診療所
     吹田市末広町２０番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147316-03177 かわの歯科 〒565-0842 06-6378-3483河野　臨 河野　臨 平12. 5. 1歯   小歯 診療所
     吹田市千里山東二丁目２７番１４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147416-03185 タカシマ歯科・矯正歯〒565-0874 06-4863-5081高島　全 高島　全 平12. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科 吹田市古江台二丁目４番７号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147516-03193 川端歯科クリニック 〒565-0851 06-6368-5370川端　眞一 川端　眞一 平12. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     吹田市千里山西六丁目５６－２グ常　勤:    1 新規 現存
     レースコート千里山１階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147616-03201 たかぎ歯科医院 〒565-0823 06-6385-7303高木　忠徳 高木　忠徳 平12. 7. 1歯   小歯 診療所
     吹田市山田南１番１号　イズミヤ常　勤:    1 新規 現存
     千里丘店２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147716-03219 のなか歯科医院 〒565-0852 06-6192-0418野中　優憲 野中　優憲 平12.11. 1歯   診療所
     吹田市千里山竹園一丁目６番３号常　勤:    1 新規 現存
     パインフィールド緑地公園１階１(歯       1) 平24.11. 1
     ０１号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147816-03227 諏佐歯科医院 〒565-0851 06-6384-1962諏佐　伸彦 諏佐　伸彦 平12.10.18歯   小歯 診療所
     吹田市千里山西五丁目１番１号千常　勤:    2 継承 現存
     里山阪急ビル３階 (歯       2) 平24.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147916-03235 森岡歯科 〒565-0874 06-6873-6480森岡　猛 森岡　猛 平13. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市古江台四丁目２番６０号千常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     里ノルテビル３０３号 (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148016-03250 かとう歯科 〒565-0836 06-4861-8761加藤　一成 加藤　一成 平13. 4. 1歯   診療所
     吹田市佐井寺三丁目２１番１２－常　勤:    3 新規 現存
     １０１号 (歯       3) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148116-03268 かじはら歯科クリニッ〒565-0873 06-6836-2700梶原　茂雄 梶原　茂雄 平13. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 吹田市藤白台四丁目１５番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 148216-03276 医療法人　かつらぎ歯〒564-0023 06-6381-8046医療法人　かつらぎ歯葛城　範之 平13. 7. 1歯   小歯 診療所
     科医院 吹田市日の出町２７番１４号パー常　勤:    1科医院　理事長　葛城 組織変更 現存
     クソレイユ２階－２０６号 (歯       1)　範之 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148316-03292 かみや歯科医院 〒565-0836 06-6192-8211上谷　猛 上谷　猛 平13.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市佐井寺一丁目２６番１７号常　勤:    2 新規 現存
     アクティサツキ１階 (歯       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148416-03326 鈴熊歯科医院 〒564-0032 06-6383-6480鈴熊　恒夫 鈴熊　恒夫 平14.12. 1歯   診療所
     吹田市内本町一丁目７番１７号吉常　勤:    1 移転 現存
     広ビル１階 (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148516-03342 くろまつ歯科医院 〒564-0051 06-6389-6500黒松　裕喜秀 黒松　裕喜秀 平15. 1. 1歯   小歯 診療所
     吹田市豊津町１２番８号サンクリ常　勤:    1 移転 現存
     エイト江坂１階 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148616-03359 医療法人藤美会　ふじ〒565-0874 06-6873-5777医療法人藤美会　理事藤田　貴史 平15. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     た歯科 吹田市古江台四丁目２番６０号千常　勤:    1長　藤田　貴史 組織変更 矯歯 現存
     里ノルテビル４階 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148716-03391 中野歯科診療所 〒564-0063 06-6380-0716中野　純一郎 中野　純一郎 平15. 3.17歯   診療所
     吹田市江坂町一丁目２３番２６号常　勤:    1 移転 現存
     ニッセイ江坂セントラルビル３階(歯       1) 平27. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148816-03409 安永歯科 〒565-0862 06-6833-6480安永　哲也 安永　哲也 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     吹田市津雲台五丁目１９番１８号常　勤:    2 新規 現存
     千里つくも医療ビル　４階　４０(歯       2) 平27. 7. 1
     １ 非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148916-03417 医療法人　西浦歯科医〒564-0041 06-6378-2303医療法人西浦歯科医院西浦　勲 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 吹田市泉町三丁目１９番２７号フ常　勤:    3　理事長　西浦　勲 組織変更 現存
     ォートビラージュ黒田２０２号室(歯       3) 平27. 7. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149016-03425 つきたに歯科医院 〒565-0821 06-6877-4182築谷　康二 築谷　康二 平15. 9. 1歯   歯外 診療所
     吹田市山田東四丁目１４番３号プ常　勤:    1 新規 現存
     リマベーラＡ棟１階 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 149116-03433 三浦歯科 〒564-0082 06-6388-2232三浦　淳宏 三浦　淳宏 平15. 7.31歯   診療所
     吹田市片山町一丁目３１番１３号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平27. 7.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149216-03441 医療法人歯適塾　緒方〒565-0863 06-6871-0331医療法人歯適塾　理事緒方　滿 平16. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 吹田市竹見台四丁目２番５号 常　勤:    2長　三木　秀治 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149316-03458 医療法人歯適塾　三木〒565-0854 06-6831-6480医療法人歯適塾　理事三木　秀治 平16. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 吹田市桃山台五丁目２番２号アザ常　勤:    2長　三木　秀治 組織変更 現存
     ール桃山台３０４号 (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149416-03466 かねまつ矯正歯科 〒564-0051 06-6339-7700兼松　佳子 兼松　佳子 平16. 4. 1矯歯 診療所
     吹田市豊津町１０番３４号日生江常　勤:    2 新規 現存
     坂駅前ビル２階 (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149516-03474 まどか小児歯科医院 〒564-0001 06-6337-8241羽生　まどか 羽生　まどか 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     吹田市岸部北五丁目７番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149616-03490 小林歯科医院 〒564-0041 06-6338-4141小林　正和 小林　正和 平16. 8. 1歯   小歯 診療所
     吹田市泉町一丁目２３番１５号第常　勤:    1 新規 現存
     ８関根マンション１階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149716-03508 医療法人　光成歯科 〒564-0062 06-4861-7648医療法人光成歯科　理光成　洋二 平16. 7. 1歯   小歯 診療所
     吹田市垂水町一丁目１５番４号ド常　勤:    1事長　光成　洋二 組織変更 現存
     ミール垂水１階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149816-03516 医療法人眞正会　芦田〒564-0004 06-4861-6000医療法人眞正会　理事 田　 樹子 平16.10. 1歯   診療所
     クリニック歯科 吹田市原町四丁目７番１８号芦田常　勤:    2長　芦田　眞樹子 新規 現存
     ビル２階 (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149916-03524 新井歯科医院 〒564-0041 06-6384-9088新井　宗治 新井　宗治 平17. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市泉町二丁目３１番１３号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150016-03540 やまぐち歯科 〒565-0823 06-6878-6487山口　利彦 山口　利彦 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     吹田市山田南３０番１８号ディア常　勤:    1 新規 現存
     コートミキ１０１号 (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 150116-03557 わたせデンタルクリニ〒565-0824 06-4864-0418渡瀨　憲之 渡瀨　憲之 平17. 5. 1歯   小歯 診療所
     ック 吹田市山田西四丁目２番７０－１常　勤:    1 新規 現存
     ０２号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150216-03565 おおたに歯科クリニッ〒565-0824 06-6877-8855應谷　時隆 應谷　時隆 平17. 9. 1歯   小歯 診療所
     ク 吹田市山田西一丁目３７番５号千常　勤:    2 新規 現存
     里ツインハイツⅡ１階 (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150316-03573 中川歯科クリニック 〒565-0842 06-6386-5577中川　正敏 中川　正敏 平17. 9. 1歯   小歯 診療所
     吹田市千里山東四丁目２番１３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150416-03607 糠谷歯科医院 〒564-0002 06-6330-7723糠谷　吉秀 糠谷　吉秀 平17. 9.18歯   小歯 診療所
     吹田市岸部中三丁目２３番２号ホ常　勤:    1 移転 現存
     ワイト岸部ビル１階 (歯       1) 平29. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150516-03623 医療法人　大島歯科医〒565-0862 06-6831-8077医療法人大島歯科医院大島　貴志 平18. 1. 1歯   診療所
     院 吹田市津雲台二丁目３番１１号 常　勤:    1　理事長　大島　貴志 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150616-03631 かわらもと歯科 〒564-0063 06-6190-5086瓦本　恒久 瓦本　恒久 平18. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市江坂町一丁目１７番２３号常　勤:    1 新規 現存
     江坂Ｍビル　２階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150716-03649 こばやし歯科医院 〒565-0834 06-6876-4823小林　顯一 小林　顯一 平18. 2. 1歯   診療所
     吹田市五月が丘北二丁目５２番１常　勤:    1 移転 現存
     １１号 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150816-03680 岡本歯科 〒565-0854 06-6871-0712岡本　吉宏 岡本　吉宏 平18. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市桃山台２丁目２番４号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150916-03706 山下歯科医院 〒565-0824 06-6879-2323山下　貴弘 山下　貴弘 平18. 9.25歯   小歯 診療所
     吹田市山田西四丁目２番６号山和常　勤:    1 移転 現存
     ハイツ１０１ (歯       1) 平24. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151016-03714 まるやまデンタルクリ〒564-0042 06-6339-6480丸山　貴司 丸山　貴司 平19. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 吹田市穂波町２０番４号寺田ビル常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ２階 (歯       1) 平25. 1. 1
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 151116-03730 医療法人　 竹歯科医〒564-0051 06-6386-3888医療法人 竹歯科医院吉竹　賢祐 平19. 1. 1歯   診療所
     院 吹田市豊津町９番１号パシフィッ常　勤:    2　理事長　 竹　賢祐 組織変更 現存
     クマークス江坂３Ｆ (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151216-03748 さかもと歯科 〒565-0836 06-6330-0111出江　喜子 出江　喜子 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     吹田市佐井寺一丁目８番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151316-03797 ちかしげ歯科クリニッ〒564-0002 06-6337-0418近重　泰弘 近重　泰弘 平20. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 吹田市岸部中五丁目１番２号アビ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     テ東千里１階 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151416-03805 フォレスト歯科 〒564-0051 06-6338-4182皿田　学 皿田　学 平20. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     吹田市豊津町２番３０号江坂ナッ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     クビル１０１号室 (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151516-03821 石井歯科医院 〒564-0063 06-6385-8822石井　立人 石井　立人 平20. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     吹田市江坂町一丁目１７番１４号常　勤:    1 移転 歯外 現存
     江坂吉川ビル２階 (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151616-03839 田辺歯科医院 〒564-0032 06-6381-1812田 　寛 田 　寛 平20. 1. 1歯   診療所
     吹田市内本町三丁目１番４４号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151716-03847 松井歯科医院 〒565-0851 06-6385-3622松井　茂和 松井　茂和 平20. 1. 1歯   診療所
     吹田市千里山西三丁目１３番７号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151816-03854 医療法人慎幸会　桃山〒565-0863 06-6836-4182医療法人慎幸会　理事鈴木　慎也 平20. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     台鈴木歯科クリニック吹田市竹見台三丁目６番１号アベ常　勤:    2長　鈴木　慎也 組織変更 現存
     ニュー竹見台３階３０１号 (歯       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151916-03870 みたに歯科 〒564-0073 06-6338-1383三谷　裕史 三谷　裕史 平20. 5. 1歯   小歯 診療所
     吹田市山手町一丁目１９番１３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
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 152016-03912 筒井歯科 〒564-0062 06-6338-1838筒井　潔 筒井　潔 平21. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市垂水町三丁目２４番１４－常　勤:    1 移転 現存
     １１５号グリーンコーポ江坂第２(歯       1) 平27. 4. 1
     　１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152116-03920 医療法人恂美会　せん〒565-0815 06-6816-8241医療法人恂美会　理事今林　成仁 平21. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     り歯科 吹田市千里丘北二丁目２０番 常　勤:    1長　西浦　剛 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152216-03946 医療法人豊永会　きの〒564-0072 06-6192-8020医療法人豊永会　理事木ノ本　喜史 平21. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     もと歯科 吹田市出口町２８番１号ラガール常　勤:    3長　木ノ本　喜史 組織変更 現存
     豊津１階 (歯       3) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152316-03953 いはら歯科医院 〒564-0083 06-6170-1412伊原　雅俊 伊原　雅俊 平22. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市朝日が丘町３４番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152416-03961 長屋矯正歯科医院 〒564-0051 06-6388-4182長屋　和也 長屋　和也 平22. 5. 1矯歯 診療所
     吹田市豊津町１４番３１号　由谷常　勤:    1 新規 現存
     エムワイビル２階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152516-03979 小林歯科クリニック 〒564-0053 06-6330-8469小林　英樹 小林　英樹 平22. 5.10歯   診療所
     吹田市江の木町１番３９号　ＳＥ常　勤:    1 新規 現存
     ＲＥ江坂６０１ (歯       1) 平28. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152616-03987 喜田歯科医院 〒564-0004 06-6388-1900喜田　睦子 喜田　睦子 平22. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市原町四丁目２３番４号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152716-03995 医療法人　翼翔会　安〒564-0051 06-6310-4618医療法人　翼翔会　理安岡　大志 平22. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     岡デンタルオフィス 吹田市豊津町２番１１号第２喜巳常　勤:    4事長　安岡　大志 組織変更 歯外 現存
     ビル (歯       4) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152816-04019 ひであき歯科医院 〒565-0842 06-6318-7824田中　英明 田中　英明 平22.12. 1歯   小歯 診療所
     吹田市千里山東二丁目２６番２４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28.12. 1
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 152916-04027 よしなか歯科クリニッ〒564-0036 06-7894-6480吉仲　暢子 吉仲　暢子 平23. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 吹田市寿町２丁目５番地７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153016-04035 李歯科医院 〒565-0824 06-7177-7532李　鐘權 李　鐘權 平23. 7. 1歯   歯外 診療所
     吹田市山田西一丁目１番２号エク常　勤:    1 新規 現存
     セル千里１０３号室 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153116-04043 いぶき歯科医院 〒565-0811 06-6875-4180伊吹　悦有 伊吹　悦有 平23. 7. 1歯   歯外 診療所
     吹田市千里丘上３２番１１号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153216-04050 いわさ歯科 〒565-0834 06-6878-4180岩佐　修宏 岩佐　修宏 平23.11. 1歯   小歯 診療所
     吹田市五月が丘北１３－１第２旭常　勤:    1 新規 現存
     永ビル１階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153316-04068 松島歯科医院 〒564-0063 06-6339-4561松島　寛忠 松島　寛忠 平23.11. 1歯   診療所
     吹田市江坂町１丁目１３番４６号常　勤:    1 移転 現存
     セレニテ江坂壱番館２Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153416-04084 医療法人　すいた駅前〒564-0031 06-6317-8020医療法人　すいた駅前花本　圭司 平24. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 吹田市元町３番７号栄和ビル１階常　勤:    7歯科　理事長　花本　 組織変更 現存
     (歯       7)圭司 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153516-04100 さきなか歯科医院 〒564-0026 06-6382-1513崎中　仲晃 崎中　仲晃 平24. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市高浜町２番５号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153616-04126 マエバ歯科 〒565-0854 06-4863-7765前場　一輝 前場　一輝 平24.11. 1歯   診療所
     吹田市桃山台２丁目４番１号小林常　勤:    1 移転 現存
     ビル１階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153716-04134 松本歯科医院 〒564-0001 06-6170-4184松本　浩 松本　浩 平24.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市岸部北２丁目１番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153816-04142 おおの歯科 〒565-0836 06-6170-2983大野　貴志 大野　貴志 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市佐井寺１丁目１１番１８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
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 153916-04159 医療法人　菱友会　ひ〒564-0062 06-6338-4618医療法人　菱友会　理菱田　茂 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     しだ歯科クリニック　吹田市垂水町１丁目３番１号 常　勤:    1事長　菱田　茂 組織変更 現存
     ホワイトエッセンス吹 (歯       1) 平25. 7. 1
     田
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154016-04175 Ｋデンタルクリニック〒564-0043 06-6192-7799金子　尚樹 金子　尚樹 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市南吹田５丁目１番３０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154116-04183 歯科医院　きのした 〒564-0043 06-6385-3671木下　基司 木下　基司 平25.12. 1歯   診療所
     吹田市南吹田５丁目１９番１４－常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154216-04191 医療法人　遠藤歯科診〒564-0063 06-6337-8007医療法人　遠藤歯科診遠藤　昌樹 平25.10.15歯   小歯 診療所
     療所 吹田市江坂町一丁目２３番５号 常　勤:    4療所　理事長　遠藤　 移転 現存
     (歯       4)昌樹 平25.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154316-04209 いしづ歯科 〒564-0011 06-6382-6480石津　喜造 石津　喜造 平26. 3. 1歯   診療所
     吹田市岸部南１丁目１７番１５号常　勤:    1 継承 現存
     ロイヤルハイツ今田１階 (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154416-04217 おかだ歯科クリニック〒565-0823 06-6876-8214岡田　宏之 岡田　宏之 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市山田南２２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154516-04225 大山歯科クリニック 〒565-0842 06-6378-6480大山　秀樹 大山　秀樹 平26. 5. 2歯   歯外 小歯診療所
     吹田市千里山東４丁目６番１０号常　勤:    1 新規 現存
     ウェストフィールド７　２階 (歯       1) 平26. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154616-04233 医療法人　大屋歯科医〒564-0027 06-6382-2662医療法人大屋歯科医院大屋　豊國 平26. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 吹田市朝日町３番１１５号 常　勤:    2　理事長　大屋　豊國 組織変更 現存
     (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154716-04241 佐藤歯科医院 〒565-0821 06-7897-8787佐藤　郁文 佐藤　郁文 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市山田東２丁目２４番９号シ常　勤:    2 新規 現存
     ャルム８８　１０１号 (歯       2) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 154816-04258 にわデンタルクリニッ〒565-0873 06-6835-0418丹羽　崇 丹羽　崇 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 吹田市藤白台２丁目１番１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154916-04266 西川歯科医院 〒565-0851 06-6385-2270西川　博之 西川　博之 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市千里山西１丁目４０番８号常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155016-04274 奥村歯科クリニック 〒564-0044 06-7162-9535奥村　拓也 奥村　拓也 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市南金田１丁目２番２０号マ常　勤:    1 新規 現存
     イトリーハイム１階 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155116-04282 あけぼの歯科 〒565-0844 06-6388-4405金　ソカン 金　ソカン 平27. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     吹田市千里山霧が丘２２番１号Ｂ常　勤:    1 新規 現存
     ｉＶｉ千里山３階 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155216-04290 酒井歯科医院 〒565-0845 06-7176-4118酒井　宏和 酒井　宏和 平27. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市千里山星が丘１－２スター常　勤:    1 新規 現存
     ズオンヒルズ１階 (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155316-04308 よこやま歯科 〒564-0025 06-6155-8118横山　正明 横山　正明 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市南高浜町３２番２５号アテ常　勤:    1 新規 現存
     ィーズ安威１階 (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155416-04316 アクアデンタルクリニ〒564-0051 06-6170-8146小久保　和裕 小久保　和裕 平27. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 吹田市豊津町１８－２ヴィレッジ常　勤:    1 新規 現存
     蔵人１階 (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155516-04324 医療法人　おおた歯科〒564-0051 06-6170-8241医療法人おおた歯科　太田　雅裕 平27. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     吹田市豊津町１４番１２号ダイト常　勤:    1理事長　太田　雅裕 組織変更 現存
     ー江坂ビル１階 (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155616-04332 いわずみ歯科 〒565-0855 06-6871-3503岩住　征紀 岩住　征紀 平27. 7.27歯   小歯 歯外診療所
     吹田市佐竹台１丁目２番５号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 7.27
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 155716-04340 医療法人愛与会　きじ〒565-0837 06-6310-8818医療法人愛与会　理事喜島　裕剛 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ま歯科医院 吹田市佐井寺南が丘１２番１号 常　勤:    2長　喜島　裕剛 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155816-04357 医療法人　にしかわ．〒565-0855 06-6777-2155医療法人にしかわ．歯西川　学 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院　みなみせん吹田市佐竹台二丁目５番８号 常　勤:    1科医院　理事長　西川 組織変更 現存
     り本院 (歯       1)　学 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155916-04365 ゆうき歯科 〒564-0082 06-6310-1111西野　有軌 西野　有軌 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市片山町１丁目６－２３グラ常　勤:    1 新規 現存
     ンロゼビル１階 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156016-04381 堀江歯科クリニック 〒565-0802 06-6875-6480堀江　哲也 堀江　哲也 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市青葉丘南４番５号　リッツ常　勤:    1 新規 現存
     青葉丘１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156116-04399 すとう歯科 〒564-0082 06-6192-0018主藤　健一郎 主藤　健一郎 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市片山町二丁目４番１号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156216-04407 中村歯科医院 〒565-0862 06-6836-6480中村　卓 中村　卓 平28. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市津雲台一丁目１番２号１１常　勤:    2 移転 現存
     ０ (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156316-04415 川﨑歯科医院 〒564-0073 06-6388-1526川﨑　一慶 川﨑　一慶 平28. 6. 1歯   小歯 診療所
     吹田市山手町一丁目８番１４号 常　勤:    3 継承 現存
     (歯       3) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156416-04423 むらた歯科医院 〒565-0804 06-6875-1825村田　倫宣 村田　倫宣 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市新芦屋上２０番２０号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156516-04449 そが歯科クリニック 〒565-0842 06-6387-6480曽我　和正 曽我　和正 平28.10. 1歯   小歯 診療所
     吹田市千里山東二丁目２７番２７常　勤:    1 新規 現存
     号イーエーセンリ１階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156616-04456 平良歯科医院 〒564-0053 06-6338-1182平良　淳 平良　淳 平28.10. 1歯   診療所
     吹田市江の木町１６番２３号　豊常　勤:    1 継承 現存
     田江坂ビル１階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 156716-04464 かしわぎ歯科クリニッ〒565-0824 06-6876-2525柏木　康宏 柏木　康宏 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 吹田市山田西一丁目３６番３号　常　勤:    1 新規 現存
     旭永ビル１階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156816-04472 医療法人博明会　あら〒565-0842 06-6387-8201医療法人博明会　理事荒川　博之 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     かわ歯科・矯正歯科 吹田市千里山東一丁目６番１６号常　勤:    1長　荒川　博之 移転 現存
     ＴＨプラザビル１０６号 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156916-04480 ＭＹＲＩＣＡ　Ｏｒａ〒565-0801 06-6170-8389尾上　晃代 尾上　晃代 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     ｌ　Ｃａｒｅ　＆　Ｋ吹田市青葉丘北７－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     ｉｄ’ｓ　Ｄｅｎｔａ (歯       1) 平29. 4. 1
     ｌ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157016-04498 はやし歯科クリニック〒564-0063 06-6384-6480林　貴也 林　貴也 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市江坂町１－１４－２０ＲＥ常　勤:    1 新規 現存
     ＢＡＮＧＡ江坂公園ＡＰ１０１店(歯       1) 平29. 5. 1
     舗
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157116-04506 なかのデンタルクリニ〒564-0052 06-6380-4182中埜　秀史 中埜　秀史 平29. 6. 1歯   歯外 診療所
     ック 吹田市広芝町９番１７号Ｍ’ｓ　常　勤:    1 新規 現存
     ＣＯＭＦＯＲＴ　ＥＳＡＫＡ２０(歯       1) 平29. 6. 1
     ２、２０３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157216-04514 医療法人顕樹会　本田〒564-0063 06-6385-6480医療法人顕樹会　理事高梨　英樹 平29. 8. 1歯   診療所
     歯科訪問クリニック 吹田市江坂町二丁目２番地９清洲常　勤:    1長　本田　顕哲 新規 現存
     江坂ビル４０１号 (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157316-04530 医療法人　とよつ歯科〒564-0072 06-6330-1111医療法人とよつ歯科・氣比　洋彰 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ・矯正歯科 吹田市出口町２６番１号 常　勤:    5矯正歯科　理事長　氣 組織変更 現存
     (歯       5)比　洋彰 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157416-04548 のだファミリー歯科 〒564-0002 06-6380-4180野田　隆之 野田　隆之 平29.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市岸部中３丁目１３－６　Ｓ常　勤:    2 新規 現存
     ｏｕ１０１号室 (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157516-04555 けいすけ歯科医院 〒564-0062 06-6170-7709遠藤　圭介 遠藤　圭介 平29.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市垂水町１丁目２９番地１号常　勤:    1 新規 現存
     アベニール江坂Ⅱ１階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157616-04563 ひがしやまデンタルク〒565-0842 06-6192-0118東山　景一朗 東山　景一朗 平30. 1.22歯   小歯 歯外診療所
     リニック 吹田市千里山東２－２２－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1.22
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 157716-04571 いぬい歯科クリニック〒565-0847 06-6310-6789乾　博貴 乾　博貴 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市千里山月が丘１６番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157816-04589 プルミエール歯科クリ〒564-0062 06-6821-1111原田　茂 原田　茂 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 吹田市垂水町１－５－４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157916-04597 こうつ歯科クリニック〒565-0873 06-6831-1971髙津　充雄 髙津　充雄 平30. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     吹田市藤白台１丁目３－３０ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158016-04605 花みずき歯科　江坂 〒564-0051 06-6192-8122田村　研一 田村　研一 平30. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     吹田市豊津町１－３１由武ビル２常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158116-04613 村橋歯科医院 〒565-0851 06-6384-4182村橋　正哉 村橋　正哉 平30. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     吹田市千里山西４丁目１０番２２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158217-00577 一般社団法人　大阪府〒543-0033 06-6772-8886一般社団法人　大阪府市原　聡 昭38. 3. 1歯   診療所
     歯科医師会附属歯科診大阪市天王寺区堂ケ芝一丁目３番常　勤:    1歯科医師会　会長　太 新規 現存
     療所 ２７号大阪府歯科医師会館内 (歯       1)田　謙司 平29. 3. 1
     非常勤:   23
     (歯      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158317-00668 増田歯科医院 〒543-0002 06-6771-5417増田　將和 増田　將和 昭41.10. 8歯   診療所
     大阪市天王寺区上汐三丁目８番１常　勤:    1 継承 現存
     ０号吉田ビル内 (歯       1) 平29.10. 8
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158417-00676 松井歯科医院 〒543-0024 06-6768-1900松井　宏安 松井　宏安 昭42. 1. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区舟橋町１０番１７常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158517-00817 西中歯科医院 〒543-0002 06-6771-8857西中　亮介 西中　亮介 昭47. 5. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区上汐三丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158617-00858 曽我歯科医院 〒543-0033 06-6771-8559曽我　時雄 曽我　時雄 昭47.10. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区堂ヶ芝二丁目１１常　勤:    1 移転 現存
     番２０号 (歯       1) 平29.10. 1
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 158717-00981 阪田歯科医院 〒543-0024 06-6762-2047阪田　收 阪田　收 昭50. 5. 9歯   診療所
     大阪市天王寺区舟橋町１５番３７常　勤:    2 継承 現存
     号 (歯       2) 平29. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158817-01013 矢尾歯科医院 〒543-0011 06-6762-3717矢尾　雅博 矢尾　雅博 昭52. 5. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区清水谷町２０番２常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158917-01021 三谷歯科 〒543-0001 06-6771-2768三谷　洋 三谷　洋 昭52.10. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区上本町六丁目９番常　勤:    1 新規 現存
     １０－１０１青山ビル (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159017-01179 広石歯科医院 〒543-0022 06-6761-2378廣石　憲一 廣石　憲一 昭55. 5. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区味原本町１２番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159117-01187 医療法人崇仁会　小室〒543-0001 06-6772-4181医療法人崇仁会　理事小室　聖子 昭55. 5. 1歯   診療所
     歯科上六診療所 大阪市天王寺区上本町六丁目１番常　勤:    4長　小室　美樹 組織変更 現存
     ５５号近鉄百貨店上本町店５階 (歯       4) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159217-01252 桑島歯科医院 〒543-0045 06-6779-2293桑島　悧 桑島　悧 昭56. 4. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区寺田町二丁目５番常　勤:    1 継承 現存
     ６号サンプラザ寺田町駅前ビル２(歯       1) 平29. 4. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159317-01286 瀧藤歯科医院 〒543-0062 06-6772-1009瀧藤　恵照 瀧藤　恵照 昭58. 4. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区逢阪２－３－１　常　勤:    1 新規 現存
     浅田ビル１階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159417-01344 森浦歯科 〒543-0001 06-6773-3877森浦　弘行 森浦　弘行 昭59. 3. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区上本町六丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     １８号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159517-01351 西本歯科医院 〒543-0055 06-6771-8936西本　達哉 西本　達哉 昭59. 5. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区悲田院町５番５号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159617-01369 海原歯科 〒543-0071 06-6772-6480海原　正典 海原　正典 昭59. 5. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区生玉町１１番２９常　勤:    1 新規 現存
     －１０４ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 159717-01443 医療法人愛環会　大木〒543-0001 06-6773-3733医療法人　愛環会　理千葉　茂規 昭62. 1. 1歯   診療所
     歯科診療所 大阪市天王寺区上本町六丁目３番常　勤:    3事長　千葉　茂規 組織変更 現存
     ３１号上本町ハイハイタウン４０(歯       3) 平29. 1. 1
     １号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159817-01476 豊田歯科医院 〒543-0033 06-6771-9616豊田　達昭 豊田　達昭 昭62.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市天王寺区堂ヶ芝一丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     番１０号メディカル堂ヶ芝１階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159917-01484 遠藤歯科クリニック 〒543-0051 06-6771-6491遠藤　三樹夫 遠藤　三樹夫 昭63.11. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区四天王寺一丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ２番２６号三鈴ビル２階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160017-01500 前田歯科医院 〒543-0043 06-6771-2415前田　敏 前田　敏 平元. 5. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区勝山四丁目６番３常　勤:    1 継承 現存
     号前田ビル２階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160117-01518 増田歯科医院 〒543-0001 06-6772-6977増田　典男 増田　典男 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市天王寺区上本町八丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160217-01567 ふちはた歯科 〒543-0001 06-6779-6408渕端　斉 渕端　斉 平 4. 5. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区上本町八丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     ２９号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160317-01575 平田歯科医院 〒543-0001 06-6765-8128平田　哲也 平田　哲也 平 4. 6. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区上本町一丁目１番常　勤:    2 新規 現存
     ３号アメニティヒルズ４階 (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160417-01617 医療法人加藤歯学研究〒543-0028 06-6771-6300医療法人加藤歯学研究加藤　信次 平 6. 5. 1歯   小歯 診療所
     会　加藤歯科 大阪市天王寺区小橋町１４－４６常　勤:    2会　理事長　加藤　信 移転 現存
     (歯       2)次 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160517-01625 医療法人　成瀬歯科医〒543-0042 06-6771-1431医療法人成瀬歯科医院成瀬　友和 平 6. 5. 1歯   診療所
     院 大阪市天王寺区烏ケ辻１－３－２常　勤:    1　理事長　成瀬　友和 移転 現存
     ４ (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160617-01633 イサミ歯科医院 〒543-0042 06-6771-0458五老海　輝一 五老海　輝一 平 6. 8. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目３番常　勤:    1 継承 現存
     １号 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 160717-01658 つつみ歯科医院 〒543-0001 06-6775-8961堤　弘司 堤　弘司 平 7. 2. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区上本町八丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ７号スカイヒル上八３階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160817-01666 小室歯科ターミナルビ〒543-0055 06-6770-1182小室　寧 小室　寧 平 7. 9. 1歯   診療所
     ル診療所 大阪市天王寺区悲田院町１０番３常　勤:   10 新規 現存
     ９号天王寺ミオ９０４ (歯      10) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160917-01674 小石歯科 〒543-0014 06-6768-4343小石　逸平 小石　逸平 平 8. 6. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区玉造元町２番４号常　勤:    1 移転 現存
     トップス玉造ビル５階 (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161017-01682 岩本歯科医院 〒543-0023 06-6771-6168岩本　治 岩本　治 平 8. 7. 7歯   診療所
     大阪市天王寺区味原町１６番２号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161117-01724 ナカガワ歯科 〒543-0001 06-6768-1803中川　雅夫 中川　雅夫 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市天王寺区上本町六丁目２番常　勤:    1 継承 現存
     ２２号　山崎製煉ビル４階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161217-01831 医療法人小室会　小室〒543-0055 06-6779-7082医療法人小室会　理事小室　甲 平14. 3. 1歯   矯歯 診療所
     歯科天王寺ステーショ大阪市天王寺区悲田院町１０番４常　勤:   15長　小室　甲 移転 現存
     ンビル歯科診療所 ８号天王寺ステーションビルディ(歯      15) 平26. 3. 1
     ング６階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161317-01849 勝山歯科 〒543-0044 06-6774-1188勝山　嘉人 勝山　嘉人 平14.10. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区国分町三番１２号常　勤:    1 新規 現存
     デイリーカナートイズミヤ国分町(歯       1) 平26.10. 1
     店２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161417-01880 たや歯科 〒543-0012 06-6762-7227田家　誠 田家　誠 平16. 8. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区空堀町１３番２１常　勤:    1 新規 現存
     号大洋ハイツ清水谷１０１ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161517-01898 医療法人宏心会　横田〒543-0023 06-6762-5010医療法人宏心会横田歯横田　和則 平17. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 大阪市天王寺区味原町１３番１１常　勤:    4科医院　理事長　横田 移転 歯外 現存
     －２号味原トータルライフ２階 (歯       4)　和則 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 161617-01906 正力歯科医院 〒543-0043 06-6773-4188正力　秀起 正力　秀起 平17. 4. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区勝山三丁目１４番常　勤:    1 移転 現存
     １９号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161717-01914 さとう歯科 〒543-0031 06-6772-8148佐藤　充男 佐藤　充男 平17. 5. 1歯   矯歯 診療所
     大阪市天王寺区石ケ辻町１７番１常　勤:    1 移転 現存
     ４－１０２号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161817-01930 中島歯科 〒543-0042 06-6772-7364中島　德人 中島　德人 平17. 7. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目３番常　勤:    1 移転 現存
     ２２号ＳＨＩＫＯビル４階 (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161917-01955 福井歯科医院 〒543-0045 06-6779-1377福井　惠介 福井　惠介 平17.10. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区寺田町二丁目２番常　勤:    1 移転 現存
     地１号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162017-01963 すわ歯科診療所 〒543-0042 06-6775-5767廣瀨　沙耶佳 廣瀨　沙耶佳 平17.10.10歯   歯外 小歯診療所
     大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目１番常　勤:    2 継承 現存
     ２４号 (歯       2) 平29.10.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162117-01989 かわもと歯科クリニッ〒543-0027 06-6773-4618川本　雅行 川本　雅行 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 大阪市天王寺区筆ケ崎町２番２２常　勤:    1 新規 現存
     号ＶＩＴＡ　ＭＯＭＯＹＡＭＡ　(歯       1) 平25. 5. 1
     ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162217-01997 くるみ歯科医院 〒543-0052 06-7890-6480前川　隆太郎 前川　隆太郎 平20. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市天王寺区大道三丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162317-02003 岡林歯科医院 〒543-0001 06-6772-8548岡林　聰 岡林　聰 平20. 9. 1歯   矯歯 診療所
     大阪市天王寺区上本町六丁目３番常　勤:    2 継承 現存
     ３１－４０４うえほんまちハイハ(歯       2) 平26. 9. 1
     イタウン４階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162417-02011 医療法人昭美会　池田〒543-0034 06-6773-6480医療法人昭美会　理事池田　祐一 平20. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科診療所 大阪市天王寺区松ヶ鼻町７番１１常　勤:    3長　外島　昭夫 組織変更 現存
     号 (歯       3) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 162517-02029 医療法人慶真会　グラ〒543-0001 06-6766-6366医療法人慶真会　理事橋本　浩史 平21. 1. 1矯歯 診療所
     ンツ矯正専門歯科 大阪市天王寺区上本町六丁目２番常　勤:    1長　橋本　浩史 組織変更 現存
     ２６号大和上六ビル３階 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162617-02037 川畑歯科 〒543-0014 06-6762-8668川畑　裕 川畑　裕 平21. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市天王寺区玉造元町１８番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号 (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162717-02052 きだ歯科医院 〒543-0043 06-6710-4708紀田　晃生 紀田　晃生 平21. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市天王寺区勝山一丁目６番９常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162817-02060 宮崎歯科医院 〒543-0043 06-6771-2972宮 　克之 宮 　克之 平21. 9. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区勝山四丁目８番１常　勤:    2 継承 現存
     ２号 (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162917-02094 渡辺歯科医院 〒543-0015 06-6766-5333渡 　一基 渡 　一基 平22. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市天王寺区真田山町一丁目５常　勤:    1 新規 現存
     番地キャスターレジダンス　１階(歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163017-02102 こだま歯科 〒543-0041 06-6773-4182兒玉　毅 兒玉　毅 平22. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市天王寺区真法院町２１番６常　勤:    1 新規 現存
     号メグロビル１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163117-02110 医療法人　上本町ヒル〒543-0027 06-6774-4182医療法人　上本町ヒル永井　美也子 平22. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ズ歯科クリニック 大阪市天王寺区筆ケ崎町５番５２常　勤:    2ズ歯科クリニック　理 組織変更 現存
     号ウェルライフ上本町２０１ (歯       2)事長　永井　美也子 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163217-02144 大森歯科 〒543-0014 06-6762-8218大森　智之 大森　智之 平23. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市天王寺区玉造元町３番９号常　勤:    1 新規 現存
     八光ビル１階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163317-02151 よねたに　なつ矯正歯〒543-0043 06-6774-2546米谷　奈津 米谷　奈津 平23.10. 1歯   矯歯 診療所
     科 大阪市天王寺区勝山３－６－１５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163417-02201 松下歯科医院 〒543-0072 06-6771-0934松下　尚生 松下　尚生 平24. 7.30歯   診療所
     大阪市天王寺区生玉前町１番２９常　勤:    2 移転 現存
     号 (歯       2) 平24. 7.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163517-02219 三輪歯科医院 〒543-0014 06-6761-4781三輪　昌弘 三輪　昌弘 平25. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市天王寺区玉造元町７番１６常　勤:    2 継承 現存
     号 (歯       2) 平25. 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   167 頁

 163617-02227 四天王寺　岡本歯科医〒543-0051 06-6773-1184岡本　直久 岡本　直久 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 大阪市天王寺区四天王寺１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ３番２号 (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163717-02235 ユカ　デンタル　クリ〒543-0061 06-6776-8211大西　有香 大西　有香 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 大阪市天王寺区伶人町５－１６ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163817-02250 オーラルデザイン矯正〒543-0023 06-6768-0111大村　浩一 大村　浩一 平25. 7.28矯歯 診療所
     歯科 大阪市天王寺区味原町１３番９号常　勤:    1 移転 現存
     サンエイ下味原第二ビル４Ｆ (歯       1) 平25. 7.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163917-02268 安田歯科医院 〒543-0056 06-6771-2904安田　俊治 安田　俊治 平26. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市天王寺区堀越町１４番１９常　勤:    2 継承 現存
     号 (歯       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164017-02276 真田山歯科 〒543-0013 06-6710-4184森下　陽介 森下　陽介 平26.12. 1歯   診療所
     大阪市天王寺区玉造本町９番１号常　勤:    3 新規 現存
     フォレスト真田山１階 (歯       3) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164117-02292 医療法人歯永会　モリ〒543-0041 06-6777-1211医療法人歯永会　理事森下　雅三 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     シタ歯科医院 大阪市天王寺区真法院町１７番２常　勤:    1長　森下　雅三 組織変更 現存
     ６号１階 (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164217-02300 おおたに歯科医院 〒543-0014 06-4305-4182大谷　成起 大谷　成起 平27. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市天王寺区玉造元町１８番３常　勤:    1 新規 現存
     ６号カメリア玉造１階 (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164317-02334 上本町プラザ歯科 〒543-0002 06-6775-0118得津　元 得津　元 平28. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市天王寺区上汐四丁目１番３常　勤:    1 継承 現存
     ３号フェンテ上汐１階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164417-02342 ちかみ歯科医院 〒543-0027 06-6773-1881千頭　秀記 千頭　秀記 平28. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市天王寺区筆ケ崎町５－３９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 164517-02359 しょうはら歯科 〒543-0013 06-6711-0418匠原　龍太郎 匠原　龍太郎 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市天王寺区玉造本町１番４号常　勤:    1 新規 現存
     グローリータマツクリ１Ｆ (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164617-02367 御門歯科医院 〒543-0017 06-6761-2253小松　君幸 小松　君幸 平28. 8. 2歯   診療所
     大阪市天王寺区城南寺町４番１７常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平28. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164717-02375 ＮＯＢデンタルクリニ〒543-0072 06-6771-1184西山　信正 西山　信正 平29. 4. 1歯   診療所
     ック 大阪市天王寺区生玉前町３－２５常　勤:    1 新規 現存
     －９０１ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164817-02383 医療法人　幸明会　谷〒543-0033 06-4305-6480医療法人幸明会　理事谷口　幸平 平29. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     口歯科クリニック 大阪市天王寺区堂ヶ芝二丁目１３常　勤:    1長　谷口　幸平 組織変更 現存
     番１号　１階 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164917-02391 近藤歯科 〒543-0072 06-6770-3333近藤　勢鯨 近藤　勢鯨 平29. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市天王寺区生玉前町５番３０常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165017-02409 かい歯科クリニック 〒543-0072 06-6772-8800中村　快 中村　快 平29.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市天王寺区生玉前町２番１４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165117-02417 医療法人悠志会　うえ〒543-0001 06-6774-8211医療法人悠志会　理事川谷　恵二郎 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ほんまち歯科 大阪市天王寺区上本町六丁目７番常　勤:    1長　川谷　恵二郎 組織変更 現存
     ２０号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165217-02425 医療法人藤秀会　ＮＤ〒543-0041 06-6775-7355医療法人藤秀会　理事藤原　秀樹 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     Ｋデンタル真法院 大阪市天王寺区真法院町１２番４常　勤:    1長　藤原　秀樹 組織変更 矯歯 現存
     号 (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165317-02433 医療法人貴志会　藤村〒543-0001 06-6775-4618医療法人貴志会　理事藤村　貴之 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科クリニック 大阪市天王寺区上本町六丁目９番常　勤:    2長　藤村　貴之 組織変更 現存
     ２１号ＦＵＳＩＯＮ＋３階 (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165417-02441 いとう歯科口腔外科ク〒543-0014 06-6763-0117伊藤　章 伊藤　章 平29.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     リニック 大阪市天王寺区玉造元町８番１５常　勤:    3 新規 矯歯 現存
     号 (歯       3) 平29.11. 1
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 165518-00625 三輪歯科医院 〒550-0005 06-6531-9482三輪　全彦 三輪　全彦 昭41. 8. 1歯   診療所
     大阪市西区西本町一丁目１５番５常　勤:    1 新規 現存
     号三喜ビル (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165618-00914 大迫歯科医院 〒550-0003 06-6441-0070大迫　勲 大迫　勲 昭46. 3. 1歯   診療所
     大阪市西区京町堀一丁目７番１９常　勤:    1 継承 現存
     号富山ビル２階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165718-00955 瀬尾歯科医院 〒550-0027 06-6582-3383瀬尾　利臣 瀬尾　利臣 昭48. 2. 1歯   診療所
     大阪市西区九条３丁目１７－２３常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165818-01060 友村歯科医院 〒550-0015 06-6541-1512友村　和彦 友村　和彦 昭50. 6. 1歯   診療所
     大阪市西区南堀江一丁目９番３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165918-01136 赤坂歯科診療所 〒550-0002 06-6445-2555赤坂　秀樹 赤坂　秀樹 昭52. 8. 1歯   診療所
     大阪市西区江戸堀一丁目１２番８常　勤:    1 新規 現存
     号安田生命大阪ビルＢ１階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166018-01235 松葉歯科医院 〒550-0014 06-6541-0323松葉　傑 松葉　傑 昭54.12. 1歯   診療所
     大阪市西区北堀江四丁目１２番１常　勤:    1 新規 現存
     ０－１０１グランドメゾン長堀１(歯       1) 平27.12. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166118-01243 小山歯科診療所 〒550-0002 06-6441-1293小山　皓正 小山　皓正 昭55. 2.14歯   診療所
     大阪市西区江戸堀一丁目１８番１常　勤:    1 移転 現存
     １号小谷ビル (歯       1) 平28. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166218-01276 山本歯科医院 〒550-0027 06-6584-0418山本　秀樹 山本　秀樹 昭55. 8. 1歯   診療所
     大阪市西区九条三丁目２２番２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166318-01292 生駒歯科医院 〒550-0014 06-6531-6444生駒　等 生駒　等 昭55. 9. 1歯   診療所
     大阪市西区北堀江一丁目１１番１常　勤:    2 移転 現存
     ０号 (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166418-01300 瀬尾歯科医院 〒550-0015 06-6532-5360瀬尾　武彦 瀬尾　武彦 昭55.10. 1歯   診療所
     大阪市西区南堀江４番５号Ｂ－１常　勤:    1 移転 現存
     １３ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166518-01342 小林歯科医院 〒550-0013 06-6538-7551小林　誠 小林　誠 昭56. 4. 1歯   診療所
     大阪市西区新町一丁目７番３号エ常　勤:    1 新規 現存
     ビスビル２階 (歯       1) 平29. 4. 1
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 166618-01375 横石歯科医院 〒550-0015 06-6533-6527横石　篤始 横石　篤始 昭56. 6. 1歯   診療所
     大阪市西区南堀江四丁目１７番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166718-01409 高森歯科医院 〒550-0011 06-6533-1126高森　良一 高森　良一 昭56. 8. 1歯   診療所
     大阪市西区阿波座一丁目１５番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号２階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166818-01417 小林歯科医院 〒550-0003 06-6441-5006小林　正三 小林　正三 昭56.11. 4歯   小歯 診療所
     大阪市西区京町堀１－８－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166918-01441 関根歯科医院 〒550-0027 06-6582-8450関根　紀彦 関根　紀彦 昭57. 6. 1歯   診療所
     大阪市西区九条１－１２－７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167018-01474 村尾歯科医院 〒550-0004 06-6444-4181村尾　直人 村尾　直人 昭58. 1. 1歯   診療所
     大阪市西区靱本町一丁目１１番７常　勤:    1 新規 現存
     号信濃橋三井ビル１２階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167118-01516 いで歯科 〒550-0005 06-6538-0321井手　成信 井手　成信 昭59.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市西区西本町一丁目７番１号常　勤:    1 新規 現存
     第１富士ビル２階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167218-01524 韋歯科医院 〒550-0027 06-6584-4182韋　保博 韋　保博 昭60. 3. 1歯   診療所
     大阪市西区九条２－５－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167318-01532 久留島歯科医院 〒550-0022 06-6584-0082久留島　正平 久留島　正平 昭60. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西区本田３－２－７九条ハ常　勤:    1 新規 現存
     イム２Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167418-01557 尾崎歯科医院 〒550-0023 06-6581-5991尾崎　裕司 尾崎　裕司 昭61. 5. 1歯   診療所
     大阪市西区千代崎一丁目２７番５常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167518-01599 西岡歯科医院 〒550-0025 06-6581-7846西岡　忍 西岡　忍 昭63. 2.25歯   診療所
     大阪市西区九条南２丁目３３番１常　勤:    1 継承 現存
     ３号 (歯       1) 平30. 2.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167618-01615 井上歯科医院 〒550-0012 06-6536-7160井上　美代子 井上　美代子 平元. 2. 1歯   診療所
     大阪市西区立売堀四丁目６番９号常　勤:    1 新規 現存
     サンロックビル２階 (歯       1) 平28. 2. 1
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 167718-01623 吉松歯科医院 〒550-0025 06-6583-2370吉松　卓史 吉松　卓史 平元. 2. 1歯   診療所
     大阪市西区九条南四丁目２２番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号ホワイエ九条１階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167818-01631 はぎの歯科 〒550-0022 06-6584-2257萩野　健雄 萩野　健雄 平元. 3. 1歯   診療所
     大阪市西区本田一丁目１０番２０常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167918-01664 池尻歯科クリニック 〒550-0014 06-6534-8841池尻　正憲 池尻　正憲 平元.10. 1歯   診療所
     大阪市西区北堀江三丁目１２番３常　勤:    2 新規 現存
     １号ウエストリヴィエール１階 (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168018-01672 近沢歯科医院 〒550-0004 06-6441-5489近澤　新一郎 近澤　新一郎 平元. 9. 1歯   診療所
     大阪市西区靱本町一丁目５番１８常　勤:    1 移転 現存
     号ミフネ本町ビル３Ｆ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168118-01706 松井歯科医院 〒550-0015 06-6538-6480松井　正弘 松井　正弘 平 3. 1. 1歯   診療所
     大阪市西区南堀江三丁目２番１２常　勤:    1 新規 現存
     号サンライフ堀江１階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168218-01722 吉川歯科医院 〒550-0014 06-6531-6128小林　とし子 小林　とし子 平 3. 2. 1歯   診療所
     大阪市西区北堀江１丁目３番１０常　勤:    1 新規 現存
     号エクセルコート北堀江３０１ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168318-01748 藤村歯科医院 〒550-0004 06-6449-1217藤村　公一 藤村　公一 平 3. 4. 1歯   診療所
     大阪市西区靭本町１－１５－１９常　勤:    1 新規 現存
     藤ビル１Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168418-01789 吉川歯科医院 〒550-0014 06-6539-0606吉川　昌弘 吉川　昌弘 平 4. 8. 1歯   診療所
     大阪市西区北堀江二丁目８番３号常　勤:    1 新規 現存
     高砂マンション１階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168518-01821 上原歯科医院 〒550-0004 06-6443-6914上原　浩次 上原　浩次 平 5. 2. 3歯   診療所
     大阪市西区靱本町三丁目２番５号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 2. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168618-01847 沢田歯科医院 〒550-0002 06-6443-8241沢田　明義 沢田　明義 平 5. 5. 1歯   診療所
     大阪市西区江戸堀二丁目３番１号常　勤:    2 新規 現存
     ＡＭビル３階３０１号 (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 168718-01896 フレンド小児歯科 〒550-0027 06-6584-8001淺田　匡彦 淺田　匡彦 平 7. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大阪市西区九条一丁目１１番９号常　勤:    1 新規 現存
     フロントリバー九条ビル３、４階(歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168818-01961 甘利歯科 〒550-0002 06-6445-8249甘利　光剛 甘利　光剛 平 8. 9. 1歯   診療所
     大阪市西区江戸堀三丁目８番４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168918-02001 マキタ歯科医院 〒550-0015 06-6533-0520槙田　雅之 槙田　雅之 平 8.12. 1歯   診療所
     大阪市西区南堀江三丁目１２番１常　勤:    2 移転 現存
     ７号 (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169018-02043 大西歯科医院 〒550-0002 06-6443-8214大西　生惠 大西　生惠 平 9. 9. 1歯   診療所
     大阪市西区江戸堀一丁目８番１４常　勤:    1 新規 現存
     号肥後橋ＳＫビル１階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169118-02050 江原歯科医院 〒550-0015 06-6533-3456江原　雄二 江原　雄二 平 9.11. 1歯   診療所
     大阪市西区南堀江一丁目１５番１常　勤:    2 移転 現存
     ２号 (歯       2) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169218-02084 おがわ歯科クリニック〒550-0005 06-6533-6474小川　雅也 小川　雅也 平10. 3. 1歯   診療所
     大阪市西区西本町一丁目１３番３常　勤:    1 新規 現存
     ６号西本町芙蓉ビル１階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169318-02142 医療法人　入江歯科医〒550-0013 06-6531-1600医療法人　入江歯科医入江　正 平11. 1. 1歯   診療所
     院 大阪市西区新町一丁目２２番２３常　勤:    1院　理事長　入江　正 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169418-02167 河野歯科医院 〒550-0023 06-6582-1349河野　好昭 河野　好昭 平11. 4.20歯   診療所
     大阪市西区千代崎二丁目９番１４常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平29. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169518-02175 たかま歯科医院 〒550-0015 06-6539-7832髙間　悟 髙間　悟 平11. 5.26歯   小歯 診療所
     大阪市西区南堀江一丁目１１番５常　勤:    1 移転 現存
     号中村ビル第１階 (歯       1) 平29. 5.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169618-02183 中島歯科・矯正歯科 〒550-0027 06-6585-1888中島　健 中島　健 平11. 8. 1歯   矯歯 診療所
     大阪市西区九条一丁目２３番３号常　勤:    3 継承 現存
     (歯       3) 平29. 8. 1
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 169718-02191 コウ歯科 〒550-0004 06-6449-6668髙　明徳 髙　明徳 平12. 6. 1歯   診療所
     大阪市西区靱本町二丁目２番２３常　勤:    1 新規 現存
     号第２谷垣ビル２階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169818-02209 勝野歯科医院 〒550-0013 06-6531-3677勝野　安雅 勝野　安雅 平12. 9. 1歯   診療所
     大阪市西区新町一丁目１６番７号常　勤:    2 新規 現存
     福田ビル３階 (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169918-02225 医療法人名山会　上杉〒550-0027 06-4393-0418医療法人名山会　理事上杉　良太 平13. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 大阪市西区九条三丁目２０番１５常　勤:    2長　上杦　雄二 新規 現存
     号 (歯       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170018-02233 エムワイ　デンタル　〒550-0013 06-6536-0181加藤　泰宏 加藤　泰宏 平13. 8. 1歯   歯外 矯歯診療所
     オフィス 大阪市西区新町二丁目１５番１６常　勤:    2 新規 小歯 現存
     号ル・フェール新町１階 (歯       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170118-02266 藤野歯科 〒550-0003 06-6445-1298藤野　明 藤野　明 平14. 4. 1歯   診療所
     大阪市西区京町堀一丁目１番１８常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170218-02282 きしもと歯科 〒550-0002 06-6445-4618岸本　康作 岸本　康作 平14.12. 1歯   診療所
     大阪市西区江戸堀一丁目１０番１常　勤:    1 新規 現存
     号肥後橋第２１松屋ビル２階 (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170318-02316 はっとり歯科 〒550-0003 06-6449-6480服部　達彦 服部　達彦 平15. 9. 1歯   診療所
     大阪市西区京町堀二丁目１３番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号グランピア京町堀１階 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170418-02324 山口歯科医院 〒550-0001 06-6443-6480山口　華代 山口　華代 平15. 9. 1歯   診療所
     大阪市西区土佐堀一丁目５番１７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170518-02332 たむら歯科医院 〒550-0024 06-6582-0648田村　尚之 田村　尚之 平16. 2. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西区境川一丁目４番２号ロ常　勤:    1 新規 現存
     ーズコート境川２階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170618-02365 いんなみ歯科クリニッ〒550-0027 06-6584-4618印南　稔 印南　稔 平16. 9. 1歯   歯外 診療所
     ク 大阪市西区九条二丁目９番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 170718-02381 医療法人三健会　本町〒550-0005 06-4390-2952医療法人三健会　理事芦谷　孝義 平17. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     中央歯科クリニック 大阪市西区西本町一丁目１０番３常　勤:    2長　芦谷　孝義 組織変更 歯外 現存
     号新松岡ビル５階 (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170818-02407 川崎歯科 〒550-0022 06-6581-0736川﨑　紀子 川﨑　紀子 平18. 1. 1歯   診療所
     大阪市西区本田一丁目８番１３号常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170918-02415 医療法人　港南会　金〒550-0002 06-6448-1366医療法人　港南会　理楠井　崇介 平18. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     城外科脳神経外科　江大阪市西区江戸堀二丁目２番１号常　勤:    1事長　金城　康夫 新規 現存
     戸堀歯科分院 富士商ビル一階 (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171018-02456 新海歯科医院 〒550-0013 06-6531-0771新海　研太郎 新海　研太郎 平18. 7. 3歯   小歯 歯外診療所
     大阪市西区新町三丁目９番７号塚常　勤:    1 継承 現存
     口ビル２階 (歯       1) 平24. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171118-02506 医療法人晟裕会　こう〒550-0027 06-6582-0565医療法人晟裕会こうの河野　太郎 平19. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     の歯科診療所 大阪市西区九条一丁目１２番２１常　勤:    1歯科診療所　理事長　 組織変更 矯歯 現存
     号 (歯       1)河野　太郎 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171218-02514 いそだ歯科クリニック〒550-0012 06-6537-5688磯田　剛志 磯田　剛志 平19.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市西区立売堀二丁目１番１１常　勤:    1 新規 現存
     号ビジネスゾーン本町西１階 (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171318-02522 新町プラザ歯科 〒550-0013 06-6578-0118山本　潤一郎 山本　潤一郎 平20. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西区新町二丁目１番５号カ常　勤:    1 新規 現存
     セッティ新町１階 (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171418-02563 チームホワイトデンタ〒550-0003 06-6448-4618西川　武司 西川　武司 平21. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ルクリニック西川歯科大阪市西区京町堀一丁目７番５号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171518-02571 池上デンタルクリニッ〒550-0014 06-6648-8522池上　慎一郎 池上　慎一郎 平21. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市西区北堀江一丁目３番２４常　勤:    1 新規 現存
     号ルイ－ルキタホリエ１階 (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 171618-02613 医療法人英紫会　井本〒550-0012 06-6533-0220医療法人英紫会　理事井本　英之 平22. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 大阪市西区立売堀一丁目２番１２常　勤:    1長　井本　英之 組織変更 現存
     号木津ビル３階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171718-02647 医療法人開成会　ハシ〒550-0001 06-6449-1182医療法人開成会　理事上坂　宗敬 平23. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     モトデンタルオフィス大阪市西区土佐堀一丁目３番７号常　勤:    3長　橋本　英敏 組織変更 現存
     肥後橋シミズビル３Ｆ (歯       3) 平29. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171818-02654 ミント歯科 〒550-0014 06-6543-2345向野　敏也 向野　敏也 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西区北堀江一丁目７番６号常　勤:    1 新規 現存
     　２Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171918-02662 フリージア歯科クリニ〒550-0005 06-6567-8241浦　栄吾 浦　栄吾 平23.10. 1歯   歯外 診療所
     ック　オリックス本町大阪市西区西本町１－４－１　オ常　勤:    1 新規 現存
     ビル院 リックス本町ビル２Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172018-02670 田端歯科医院 〒550-0027 06-6581-5210田端　利彦 田端　利彦 平23.11. 1歯   診療所
     大阪市西区九条１丁目６番１９号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172118-02696 ゆうき歯科 〒550-0025 06-6584-7222結城　義臣 結城　義臣 平24. 2. 1歯   歯外 診療所
     大阪市西区九条南１丁目３－１４常　勤:    1 新規 現存
     ＮＥＷＷＥＳＴ　１Ｆ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172218-02712 医療法人　村上デンタ〒550-0014 06-6534-8148医療法人村上デンタル村上　卓巳 平24. 1. 1歯   小歯 診療所
     ルクリニック 大阪市西区北堀江４丁目１番４号常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     東和ハイツ１階 (歯       1)村上　卓巳 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172318-02720 池上歯科 〒550-0005 06-6599-8533池上　誠一 池上　誠一 平24. 4. 1歯   診療所
     大阪市西区西本町３丁目１番１号常　勤:    1 移転 現存
     岡崎橋セントラルビル５階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172418-02738 堀江デンタルクリニッ〒550-0014 06-6533-7811前田　暁 前田　暁 平24.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市西区北堀江１丁目６番５号常　勤:    1 新規 現存
     大輪ビル２Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 172518-02753 医療法人優暉会　福西〒550-0006 06-6443-0723医療法人優暉会　理事日浦　成彦 平25. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     歯科口腔外科 大阪市西区江之子島一丁目１番９常　勤:    4長　日浦　成彦 組織変更 現存
     号エルベロワイヤル１６　１１５(歯       4) 平25. 1. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172618-02761 あまの歯科 〒550-0027 06-6583-4455天野　統示 天野　統示 平25. 3. 8歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市西区九条２－２１－１０ 常　勤:    1 継承 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172718-02779 医療法人　福原歯科 〒550-0025 06-6581-8973医療法人福原歯科　理福原　 晃 平25. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西区九条南２丁目３４番８常　勤:    2事長　福原　 晃 移転 現存
     号 (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172818-02795 医療法人　柏康会　大〒550-0023 06-6582-6480医療法人　柏康会　理谷山　智秀 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     阪ドームシティＴ．Ｔ大阪市西区千代崎３丁目１３番１常　勤:    3事長　谷山　智秀 組織変更 現存
     ．Ｃ．歯科医院 (歯       3) 平25. 7. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172918-02803 医療法人　堀歯会　ヨ〒550-0015 06-6532-4513医療法人　堀歯会　理横井　章人 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     コイデンタルクリニッ大阪市西区南堀江１丁目２６番２常　勤:    1事長　横井　章人 組織変更 現存
     ク ４号テクノーブル南堀江ビル１Ｆ(歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173018-02811 ＨＯＮＤＡ　ＤＥＮＴ〒550-0002 06-6131-8211本多　浩二 本多　浩二 平26. 9.16歯   診療所
     ＡＬ　ＯＦＦＩＣＥ 大阪市西区江戸堀１丁目１７番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号クレイ肥後橋１０１ (歯       1) 平26. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173118-02829 なな歯科医院 〒550-0014 06-6532-0021廣橋　潤次 廣橋　潤次 平26.12. 1歯   診療所
     大阪市西区北堀江４丁目１４番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号ヴィラハイツ北堀江１Ｆ (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173218-02837 片桐歯科医院 〒550-0001 06-6225-4618片桐　貞斉 片桐　貞斉 平26.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市西区土佐堀１丁目１番２号常　勤:    1 新規 現存
     幸福ビル別館６階 (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173318-02845 あわざ歯科クリニック〒550-0012 06-6543-4182佐竹　恭輔 佐竹　恭輔 平27. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市西区立売堀５丁目１－１１常　勤:    1 新規 現存
     プライムハイツ阿波座１０１号 (歯       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 173418-02852 堀江歯科 〒550-0015 06-4393-8148堀江　信夫 堀江　信夫 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市西区南堀江３丁目１２番２常　勤:    1 新規 現存
     ３号不二建物西長堀ビル１階 (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173518-02860 医療法人栄知会　新町〒550-0012 06-6535-4182医療法人栄知会　理事山本　瞳 平28. 1.15歯   小歯 診療所
     なみき通り歯科 大阪市西区立売堀２丁目１番９号常　勤:    1長　小野　一行 新規 現存
     日建ビル１階 (歯       1) 平28. 1.15
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173618-02886 医療法人崇督會　ヨシ〒550-0014 06-6543-1818医療法人崇督會　理事藪内　崇督 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     エ綜合齒科醫院 大阪市西区北堀江二丁目２番２８常　勤:    2長　藪内　崇督 組織変更 現存
     号グラントピア西大橋１階 (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:   17
     (歯      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173718-02894 医療法人蓮華友愛会　〒550-0012 06-6536-3781医療法人蓮華友愛会　今野　一朗 平28. 2. 1歯   内   心内診療所
     (18-62892 ) れんげクリニック 大阪市西区立売堀１－７－１８国常　勤:    3理事長　北山　恵三 移転 精   形外 現存
     際通信社ビル２階 (医       1) 平28. 2. 1
     (歯       2)
     非常勤:   17
     (医       8)
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173818-02910 れい歯科 〒550-0015 06-6531-1515嶋原　礼 嶋原　礼 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市西区南堀江四丁目１１番８常　勤:    1 新規 現存
     号ジオタワー南堀江１０３ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173918-02928 四ツ橋グリーンデンタ〒550-0014 06-6536-7000吉田　和史 吉田　和史 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ルオフィス 大阪市西区北堀江一丁目３－１１常　勤:    1 新規 現存
     　１Ｆ (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174018-02936 トラスト歯科 〒550-0012 06-6536-1160小川　集司 小川　集司 平29. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市西区立売堀三丁目１番１号常　勤:    1 継承 矯歯 現存
     大阪トヨペットビル５Ｆ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174118-02944 富田歯科医院　ＴＯＭ〒550-0005 06-6531-3657富田　康 富田　康 平29. 5.10歯   小歯 歯外診療所
     ＩＴＡ　ＤＥＮＴＡＬ大阪市西区西本町１丁目６番６号常　勤:    1 移転 現存
     　ＣＬＩＮＩＣ カーニープレイス西本町１Ｆ (歯       1) 平29. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 174218-02951 ティコニーデンタルオ〒550-0014 06-6536-0800西　剛慶 西　剛慶 平29. 7. 3歯   小歯 歯外診療所
     フィス 大阪市西区北堀江１丁目１８番７常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     号 (歯       1) 平29. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174318-02969 医療法人恵翔会　なか〒550-0013 06-6534-8214医療法人恵翔会　理事中山　 司 平29. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     やま歯科 大阪市西区新町一丁目４番１２号常　勤:    5長　中山　 司 移転 現存
     ホワイトドームプラザ３階 (歯       5) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174418-02977 医療法人社団岡田歯科〒550-0011 06-6110-8220医療法人社団岡田歯科岡田　哲也 平30. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     医院　四ツ橋本町分院大阪市西区阿波座一丁目４番９号常　勤:    1医院　理事長　岡田　 継承 現存
     ＪＬビル２階 (歯       1)利雄 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174518-02985 阿波座スマイル歯科 〒550-0005 06-6532-2333原田　圭 原田　圭 平30. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市西区西本町３丁目１番７号常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     安藤ビル１階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174619-00268 小阪歯科医院 〒574-0027 072-872-0046小阪　渉 小阪　渉 昭52. 4. 1歯   診療所
     大東市三住町１７－５ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174719-00292 澤田歯科医院 〒574-0046 072-871-2984澤田　一夫 澤田　一夫 昭53. 4. 1歯   診療所
     大東市赤井二丁目２－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174819-00326 竹本歯科医院 〒574-0013 072-873-7880竹本　博文 竹本　博文 昭54. 2. 1歯   診療所
     大東市中垣内２丁目１５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174919-00334 横田歯科医院 〒574-0036 072-874-5118横田　憲男 横田　憲男 昭54. 4. 1歯   診療所
     大東市末広町１２－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175019-00342 青江歯科医院 〒574-0026 072-872-2429青江　俊介 青江　俊介 昭54. 9. 1歯   診療所
     大東市住道２－２－３０４大東サ常　勤:    1 新規 現存
     ンメイツ２号館３階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175119-00391 青木歯科医院 〒574-0011 072-878-6623青木　正次 青木　正次 昭56. 9. 1歯   診療所
     大東市北条一丁目２０番２７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175219-00417 竹本歯科医院 〒574-0044 072-875-2353竹本　毅 竹本　毅 昭57.10. 1歯   診療所
     大東市諸福四丁目５番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
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 175319-00433 平池歯科 〒574-0046 072-874-9296平池　信三 平池　信三 昭58. 8. 1歯   診療所
     大東市赤井一丁目３番１７号白井常　勤:    1 新規 現存
     ビル３階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175419-00482 田中歯科医院 〒574-0062 072-871-8148田中　伸顯 田中　伸顯 昭59. 9. 1歯   小歯 診療所
     大東市氷野一丁目１４番３８号見常　勤:    1 新規 現存
     浪ハイツ１階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175519-00524 武田歯科診療所 〒574-0001 072-876-1879武田　守生 武田　守生 昭60. 7. 1歯   診療所
     大東市学園町２－８ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175619-00557 中井歯科 〒574-0003 072-876-7890中井　智 中井　智 昭62. 6. 1歯   診療所
     大東市明美の里町１６番２０号ネ常　勤:    1 新規 現存
     オコーポイケダヤ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175719-00573 加山歯科医院 〒574-0004 072-879-6840加山　哲夫 加山　哲夫 昭63. 5. 1歯   診療所
     大東市南楠の里町１４番２６号　常　勤:    1 新規 現存
     イーストコート１階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175819-00607 医療法人美和会　しお〒574-0062 072-874-4158医療法人美和会　理事佐伯　重和 平元. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ん歯科クリニック 大東市氷野二丁目２番５４号 常　勤:    1長　佐伯　重和 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175919-00615 医療法人　橋本歯科 〒574-0076 072-872-1943医療法人橋本歯科　理橋本　良知 平 2. 1. 1歯   診療所
     大東市曙町３番１８号 常　勤:    5事長　橋本　良知 組織変更 現存
     (歯       5) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176019-00631 松井歯科 〒574-0007 072-877-8211松井　英次 松井　英次 平 2. 6. 1歯   診療所
     大東市北楠の里町２７番１９号発常　勤:    1 新規 現存
     光マンション北楠２階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176119-00672 中西歯科医院 〒574-0011 072-878-5558中西　康幸 中西　康幸 平 3. 4. 1歯   診療所
     大東市北条１－３－２２ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176219-00680 栗橋歯科医院 〒574-0072 072-872-4182栗橋　豊 栗橋　豊 平 3. 7. 1歯   診療所
     大東市深野５－２２－１０　サニ常　勤:    1 新規 現存
     ーコート１階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 176319-00698 医療法人　橋本歯科ク〒574-0032 072-871-0102医療法人橋本歯科クリ橋本　光示 平 3. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 大東市栄和町１－２２ 常　勤:    1ニック　理事長　橋本 組織変更 現存
     (歯       1)　光示 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176419-00706 医療法人　亀岡歯科医〒574-0042 072-872-1687医療法人亀岡歯科医院亀岡　淳喜 平 3. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 大東市大野２－１－１８ 常　勤:    2　理事長　亀岡　淳喜 組織変更 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176519-00748 宮本歯科医院 〒574-0024 072-875-6480宮本　聰 宮本　聰 平 5. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大東市泉町二丁目９番１３号メゾ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ンミソラ１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176619-00755 キタムラタクヤ歯科医〒574-0041 072-870-1070北村　卓也 北村　卓也 平 6. 4. 1歯   診療所
     院 大東市浜町１０－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176719-00771 石橋歯科医院 〒574-0037 072-873-3545石橋　勝雄 石橋　勝雄 平 7. 6. 1歯   診療所
     大東市新町１２番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176819-00789 松本歯科医院 〒574-0044 072-874-8270松本　利一 松本　利一 平 7.10. 1歯   診療所
     大東市諸福四丁目１番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176919-00813 こだま歯科 〒574-0034 072-874-0124小玉　圭司 小玉　圭司 平10. 2. 1歯   小歯 診療所
     大東市朋来二丁目５番３５号サン常　勤:    1 新規 現存
     メゾン・イースト１２６号 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177019-00821 新井歯科 〒574-0046 072-870-8249新井　敏之 新井　敏之 平10. 7. 1歯   小歯 診療所
     大東市赤井一丁目５番４号ラプラ常　勤:    1 新規 現存
     ス住道２階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177119-00839 いしい歯科 〒574-0032 072-873-0141石井　正人 石井　正人 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     大東市栄和町２番２５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177219-00847 医療法人健奨会　小倉〒574-0044 072-874-2233医療法人　健奨会　小小倉　良之 平11. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 大東市諸福五丁目１２番１８号 常　勤:    1倉歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)小倉　良之 平29. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
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 177319-00854 園田矯正歯科 〒574-0041 072-889-7049園田　真規 園田　真規 平11. 4. 1矯歯 診療所
     大東市浜町９番１２号沢辺ビル４常　勤:    1 新規 現存
     階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177419-00912 井上歯科 〒574-0062 072-871-0121井上　元嗣 井上　元嗣 平14. 2. 1歯   診療所
     大東市氷野一丁目８番２６号　井常　勤:    1 移転 現存
     上ビル３階 (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177519-00920 医療法人　大東歯科医〒574-0045 072-869-3333医療法人　大東歯科医大東　義昭 平14. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 大東市太子田一丁目１１番６号 常　勤:    1院　理事長　大東　義 組織変更 現存
     (歯       1)昭 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177619-00938 相川歯科医院 〒574-0024 072-874-1123相川　佳博 相川　佳博 平15.11. 4歯   診療所
     大東市泉町一丁目１番８号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177719-00979 塚本歯科医院 〒574-0061 072-875-4082塚本　隆 塚本　隆 平18. 2. 1歯   小歯 診療所
     大東市大東町８番２１号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177819-00987 医療法人真友会　ごり〒574-0064 072-869-4618医療法人真友会　理事金　美攤 平18. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ょう歯科 大東市御領三丁目８番２０号 常　勤:    1長　山川　真 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177919-01001 吉野歯科医院 〒574-0077 072-874-7001吉野　源悟 吉野　源悟 平18.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     大東市三箇三丁目６番４号メゾン常　勤:    1 新規 現存
     山口１階 (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178019-01019 河口歯科 〒574-0011 072-876-0929河口　理 河口　理 平19. 3. 1歯   診療所
     大東市北条一丁目２番２号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178119-01035 キダ歯科医院 〒574-0043 072-874-8846木田　眞敏 木田　眞敏 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     大東市灰塚四丁目１６番３８号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178219-01043 たけい歯科 〒574-0025 072-873-8020武居　博和 武居　博和 平19. 7. 1歯   小歯 診療所
     大東市御供田四丁目４番１１号ロ常　勤:    1 新規 現存
     イヤルメゾン千国１階 (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 178319-01050 はんな歯科医院 〒574-0022 072-889-2233辻　尚志 辻　尚志 平20. 8. 1歯   歯外 矯歯診療所
     大東市平野屋一丁目１番１号 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178419-01068 北村歯科医院 〒574-0041 072-872-0141北村　昌子 北村　昌子 平20. 7. 1歯   診療所
     大東市浜町１番１３号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178519-01092 研歯科医院 〒574-0061 072-889-6480小林　研太郎 小林　研太郎 平21. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     大東市大東町１０番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178619-01100 ホワイト小児歯科 〒574-0026 072-874-1421大塚　隆英 大塚　隆英 平21.11. 1小歯 歯外 歯  診療所
     大東市住道二丁目８番４号高倉ビ常　勤:    1 移転 現存
     ル２階 (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178719-01118 サカモト歯科医院 〒574-0033 072-803-6350坂本　守 坂本　守 平22. 3. 1歯   小歯 診療所
     大東市扇町８番１号プロスパー１常　勤:    1 新規 現存
     階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178819-01134 医療法人　大野歯科医〒574-0011 072-877-0808医療法人　大野歯科医大野　武司 平22. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 大東市北条一丁目８番３５号 常　勤:    2院　理事長　大野　武 組織変更 現存
     (歯       2)司 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178919-01159 こんどうけいた歯科 〒574-0036 072-812-6284近藤　圭太 近藤　圭太 平23.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大東市末広町７丁目６番文沢ビル常　勤:    1 新規 現存
     １階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179019-01167 岸田歯科医院 〒574-0037 072-871-5367岸田　健 岸田　健 平24. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大東市新町５番１７号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179119-01191 マユミ大人こども歯科〒574-0006 072-813-8272金子　真弓 金子　真弓 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大東市中楠の里町１５番１７号ケ常　勤:    1 新規 現存
     イ・キュービック１Ｆ２Ｆ (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179219-01209 医療法人　豊綬会　パ〒574-0014 072-875-4118医療法人　豊綬会　理竹中　廣一 平26. 1. 1歯   小歯 診療所
     ール歯科医院 大東市寺川３丁目１１番地１０号常　勤:    1事長　竹中　廣一 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
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 179319-01217 野崎駅前歯科クリニッ〒574-0011 072-863-2118秋葉　俊輔 秋葉　俊輔 平26. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 大東市北条１丁目１番２５号野崎常　勤:    1 新規 現存
     駅前ビル２階 (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179419-01225 医療法人　フタニ歯科〒574-0041 072-889-1182医療法人フタニ歯科　麸谷　嘉一 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大東市浜町９番１５号サンアイ第常　勤:    2理事長　麸谷　嘉一 組織変更 現存
     １ビル１０４号 (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179519-01233 ちあき矯正歯科 〒574-0062 072-814-7144吉田　千秋 吉田　千秋 平26.11. 1矯歯 診療所
     大東市氷野３丁目２－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179619-01241 ますかわ歯科 〒574-0046 072-870-4748益川　正道 益川　正道 平27. 3. 1歯   小歯 診療所
     大東市赤井１丁目３番３３号メゾ常　勤:    1 移転 現存
     ンドールソフィア１Ｆ (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179719-01258 伊藤歯科クリニック 〒574-0072 072-870-0878山田　寛子 山田　寛子 平27. 4. 1歯   診療所
     大東市深野４丁目４番１２号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179819-01266 医療法人翼翔会　ヨク〒574-0062 072-806-4618医療法人翼翔会　理事小川　浩之 平27. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     シオ　ファミリー歯科大東市氷野一丁目１７番４６号メ常　勤:    3長　安岡　大志 新規 現存
     　住道 ゾンスーリール１階 (歯       3) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179919-01274 学園町ヤマダ歯科クリ〒574-0001 072-814-7188山田　謙一 山田　謙一 平28. 1.18歯   小歯 歯外診療所
     ニック 大東市学園町３－１４エスポワー常　勤:    1 新規 現存
     ル恩地１階 (歯       1) 平28. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180019-01282 医療法人　いそがい歯〒574-0046 072-875-0999医療法人いそがい歯科磯貝　文彦 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     科クリニック 大東市赤井一丁目４番３号ポップ常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     タウン住道オペラパーク３Ｆ (歯       2)磯貝　文彦 平28. 9. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180119-01290 医療法人友栄会　おく〒574-0043 072-874-6480医療法人友栄会　理事奥田　友郁 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     だ歯科医院 大東市灰塚二丁目２番２０号 常　勤:    1長　奥田　友郁 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180219-01308 医療法人　みたに歯科〒574-0036 072-870-7001医療法人みたに歯科　三谷　卓士 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大東市末広町２番３０２号　ガラ常　勤:    1理事長　三谷　卓士 組織変更 現存
     スの卵テラ住道３Ｆ (歯       1) 平28. 9. 1
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 180319-01316 クレセントデンタルク〒574-0072 072-875-5580宇野　正晃 宇野　正晃 平29. 9. 1歯   診療所
     リニック 大東市深野５丁目２０－２７－２常　勤:    1 新規 現存
     ０１ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180419-01324 医療法人かんき会　山〒574-0072 072-806-4182医療法人かんき会　理山田　崇之 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     田歯科 大東市深野四丁目３番８号 常　勤:    1事長　山田　崇之 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180520-00704 河村歯科医院 〒558-0003 06-6691-3509河村　長広 河村　長広 昭32.10. 1歯   診療所
     大阪市住吉区長居一丁目１１番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180620-01439 朝倉歯科医院 〒558-0011 06-6691-6106朝倉　勇治郎 朝倉　勇治郎 昭41. 5. 1歯   診療所
     大阪市住吉区苅田五丁目３番３号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180720-01462 村本歯科医院 〒558-0011 06-6698-3220村本　洋子 村本　洋子 昭42. 4. 1歯   診療所
     大阪市住吉区苅田７－６－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180820-01603 溝口歯科医院 〒558-0046 06-6671-2467溝口　元雄 溝口　元雄 昭44. 4. 1歯   診療所
     大阪市住吉区上住吉二丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180920-01660 タナカ歯科 〒558-0052 06-6678-6175田中　潤美 田中　潤美 昭45. 1. 1歯   診療所
     大阪市住吉区帝塚山西四丁目１４常　勤:    1 新規 現存
     番１８号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181020-01827 宮井歯科医院 〒558-0051 06-6671-1066宮井　茂人 宮井　茂人 昭49. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住吉区東粉浜三丁目１６番常　勤:    2 移転 現存
     ２６号 (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181120-01868 渡辺歯科医院 〒558-0004 06-6696-0101渡辺　忠男 渡辺　忠男 昭50. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住吉区長居東四丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     ２４号門脇ビル２階 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181220-01983 川井歯科医院 〒558-0032 06-6691-3950川井　和幸 川井　和幸 昭51. 9. 1歯   診療所
     大阪市住吉区遠里小野１－３－２常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 181320-01991 村上歯科 〒558-0011 06-6698-2003村上　重光 村上　重光 昭51.12. 1歯   診療所
     大阪市住吉区苅田七丁目１２番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号北野マンション２階２０４号(歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181420-02015 上谷歯科医院 〒558-0001 06-6695-2166上谷　明男 上谷　明男 昭52. 3. 1歯   診療所
     大阪市住吉区大領二丁目２番２６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181520-02049 梅山歯科医院 〒558-0014 06-6691-3403梅山　英樹 梅山　英樹 昭52. 6. 1歯   診療所
     大阪市住吉区我孫子三丁目８番１常　勤:    1 継承 現存
     ７号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181620-02072 吉田歯科医院 〒558-0013 06-6699-6173吉田　菊雄 吉田　菊雄 昭53. 9. 1歯   診療所
     大阪市住吉区我孫子東二丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     １０号松島ビル２階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181720-02114 三原歯科医院 〒558-0051 06-6674-1112三原　益廣 三原　益廣 昭54. 1. 1歯   診療所
     大阪市住吉区東粉浜一丁目８番２常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181820-02130 代田歯科医院 〒558-0044 06-6674-0166代田　基朔 代田　基朔 昭54. 4. 1歯   診療所
     大阪市住吉区長峡町２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181920-02155 久米歯科医院 〒558-0011 06-6697-2271久米　政博 久米　政博 昭54. 6. 1歯   診療所
     大阪市住吉区苅田２－５－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182020-02163 菅尾歯科医院 〒558-0004 06-6697-1167菅尾　泰典 菅尾　泰典 昭54. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住吉区長居東四丁目１３番常　勤:    2 新規 現存
     ２０号メゾンよしの１階 (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182120-02239 歯科島野医院 〒558-0004 06-6698-3192島野　二郎 島野　二郎 昭55. 6. 1歯   診療所
     大阪市住吉区長居東三丁目４番２常　勤:    2 移転 現存
     １号 (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182220-02247 小林歯科医院 〒558-0014 06-6697-0203小林　太一郎 小林　太一郎 昭55.10. 1歯   診療所
     大阪市住吉区我孫子三丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     ２５号 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 182320-02254 田丸歯科医院 〒558-0011 06-6607-6008田丸　秀夫 田丸　秀夫 昭55.10. 1歯   診療所
     大阪市住吉区苅田七丁目７番１２常　勤:    1 新規 現存
     号飛龍ハイツ２階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182420-02270 藤谷歯科医院 〒558-0054 06-6672-5484藤谷　研二郎 藤谷　研二郎 昭55.11. 1歯   診療所
     大阪市住吉区帝塚山東三丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     １０号 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182520-02296 南歯科診療所 〒558-0051 06-6671-4220南　弘 南　弘 昭56. 1. 1歯   診療所
     大阪市住吉区東粉浜二丁目２０番常　勤:    1 継承 現存
     ５号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182620-02304 山田歯科医院 〒558-0004 06-6607-6685山田　隆司 山田　隆司 昭56. 3. 1歯   診療所
     大阪市住吉区長居東四丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182720-02312 西岡歯科医院 〒558-0002 06-6694-0560西岡　偉克 西岡　偉克 昭56. 3. 1歯   診療所
     大阪市住吉区長居西三丁目４番３常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182820-02320 尾島歯科医院 〒558-0041 06-6695-0341尾島　裕夫 尾島　裕夫 昭56. 6. 1歯   診療所
     大阪市住吉区南住吉二丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182920-02338 野村歯科医院 〒558-0051 06-6672-6067野村　浩作 野村　浩作 昭56. 8. 1歯   診療所
     大阪市住吉区東粉浜三丁目２６番常　勤:    1 新規 現存
     １１号 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183020-02361 中川歯科医院 〒558-0033 06-6671-5939中川　正男 中川　正男 昭57. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市住吉区清水丘２－２４－１常　勤:    1 継承 現存
     ９ (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183120-02387 高橋歯科医院 〒558-0042 06-6673-0118高橋　日出男 高橋　日出男 昭57.11. 1歯   診療所
     大阪市住吉区殿辻二丁目２番２７常　勤:    1 新規 現存
     号野村ビル２０１ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183220-02403 野呂歯科医院 〒558-0043 06-6671-7554野呂　吉孝 野呂　吉孝 昭58. 7. 1歯   診療所
     大阪市住吉区墨江四丁目１番２３常　勤:    1 新規 現存
     号ノザワマンション１階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 183320-02437 山田歯科医院 〒558-0054 06-6675-0195山田　博久 山田　博久 昭59. 5. 1歯   診療所
     大阪市住吉区帝塚山東五丁目１２常　勤:    1 新規 現存
     番７号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183420-02445 石原歯科医院 〒558-0003 06-6692-1652石原　敬則 石原　敬則 昭59. 6. 1歯   診療所
     大阪市住吉区長居二丁目１２番８常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183520-02478 岡部歯科医院 〒558-0011 06-6696-2084岡部　博一 岡部　博一 昭60. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住吉区苅田三丁目１３番２常　勤:    1 新規 現存
     ０号 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183620-02510 ずい歯科医院 〒558-0011 06-6696-3011隋　嵩安 隋　嵩安 昭61. 4. 1歯   診療所
     大阪市住吉区苅田２丁目１５番２常　勤:    1 新規 現存
     ２－１００号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183720-02528 西川歯科 〒558-0023 06-6693-7711西川　庄治 西川　庄治 昭61. 6. 1歯   診療所
     大阪市住吉区山之内三丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号保田ビル１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183820-02551 重松歯科医院 〒558-0033 06-6671-3870重松　恵子 重松　恵子 昭62. 2. 1歯   診療所
     大阪市住吉区清水丘二丁目２３番常　勤:    1 新規 現存
     ２４号 (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183920-02585 角田歯科医院 〒558-0023 06-6695-2122角田　淳 角田　淳 昭62. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住吉区山之内一丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     ５２号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184020-02601 黒沢歯科医院 〒558-0056 06-6693-6471黒澤　治彦 黒澤　治彦 昭62.11. 1歯   診療所
     大阪市住吉区万代東二丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184120-02619 阪本歯科医院 〒558-0003 06-6692-6150阪本　雅彦 阪本　雅彦 昭62.12. 1歯   診療所
     大阪市住吉区長居三丁目１２番９常　勤:    1 新規 現存
     号福徳マンション１階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184220-02627 公園前こばやし歯科医〒558-0031 06-6693-2800小林　正憲 小林　正憲 昭62.12. 1歯   診療所
     院 大阪市住吉区沢之町一丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     号パークサイドマンション１０１(歯       1) 平29.12. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 184320-02635 中野歯科医院 〒558-0051 06-6671-0123中野　誠 中野　誠 昭62.12.12歯   小歯 診療所
     大阪市住吉区東粉浜二丁目８番１常　勤:    1 継承 現存
     ５号 (歯       1) 平29.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184420-02650 吉田歯科医院 〒558-0052 06-6671-1182吉田　耕一郎 吉田　耕一郎 昭63.12. 1歯   診療所
     大阪市住吉区帝塚山西二丁目１３常　勤:    1 新規 現存
     番２号 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184520-02676 医療法人修成会　松浦〒558-0014 06-6698-6480医療法人　修成会　理松浦　修 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     歯科診療所 大阪市住吉区我孫子三丁目３番６常　勤:    1事長　松浦　修 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:   12
     (歯      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184620-02718 医療法人　小倉歯科医〒558-0011 06-6697-1360医療法人　小倉歯科医小倉　成博 平 2. 7. 1歯   診療所
     院 大阪市住吉区苅田九丁目１１番１常　勤:    1院　理事長　小倉　成 組織変更 現存
     ６号 (歯       1)博 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184720-02742 松本歯科医院 〒558-0004 06-6608-8664松本　雅広 松本　雅広 平 2.11. 1歯   診療所
     大阪市住吉区長居東一丁目２２番常　勤:    1 新規 現存
     １６号 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184820-02759 福田歯科医院 〒558-0002 06-6608-3570福田　髙志 福田　髙志 平 2.12. 1歯   診療所
     大阪市住吉区長居西三丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184920-02767 医療法人　田中歯科ク〒558-0011 06-6696-1662医療法人　田中歯科ク田中　文雄 平 3. 1. 1歯   診療所
     リニック 大阪市住吉区苅田七丁目２番３号常　勤:    1リニック　理事長　田 組織変更 現存
     竹谷マンション１階 (歯       1)中　文雄 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185020-02775 平嶋歯科 〒558-0055 06-6671-0102平嶋　康規 平嶋　康規 平 3. 6. 1歯   診療所
     大阪市住吉区万代６－９－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185120-02825 岡村歯科医院 〒558-0004 06-6607-6789岡村　裕司 岡村　裕司 平 4. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住吉区長居東四丁目１７番常　勤:    2 新規 現存
     ２０号 (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185220-02858 杉本歯科医院 〒558-0011 06-6698-4182杉本　晋一 杉本　晋一 平 5. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住吉区苅田八丁目１２番３常　勤:    1 新規 現存
     １号プランドールソシア１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 185320-02866 田中歯科医院 〒558-0004 06-6696-4137田中　泰久 田中　泰久 平 5. 7. 1歯   診療所
     大阪市住吉区長居東二丁目６番１常　勤:    2 移転 現存
     １号 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185420-02874 医療法人　髙田歯科医〒558-0043 06-6673-7228医療法人　髙田歯科医髙田　和茂 平 5. 7. 1歯   診療所
     院 大阪市住吉区墨江三丁目１７番３常　勤:    1院　理事長　髙田　和 組織変更 現存
     ４号 (歯       1)茂 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185520-02916 やぎ歯科医院 〒558-0011 06-6698-0188八木　明人 八木　明人 平 5.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市住吉区苅田九丁目１５番３常　勤:    1 新規 現存
     ４号南海我孫子ビル２階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185620-02924 医療法人五月会　香川〒558-0011 06-6699-8282医療法人五月会　理事香川　芳江 平 6. 8. 1歯   診療所
     あびこ歯科医院 大阪市住吉区苅田五丁目１５番１常　勤:    2長　香川　芳江 新規 現存
     ７号富士ハイツ苅田１階・２階 (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185720-02932 ひらき矯正歯科 〒558-0004 06-6608-0875平木　建史 平木　建史 平 7. 6. 1矯歯 診療所
     大阪市住吉区長居東四丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号田中ビル２階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185820-02940 さくま歯科医院 〒558-0003 06-6608-8049佐久間　泰光 佐久間　泰光 平 8. 2. 1歯   診療所
     大阪市住吉区長居四丁目４番１６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185920-02965 松岡歯科医院 〒558-0003 06-6694-5105松岡　忠博 松岡　忠博 平 8. 4. 3歯   診療所
     大阪市住吉区長居三丁目１３番３常　勤:    1 移転 現存
     号オプスローザビル１階 (歯       1) 平29. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186020-02999 佐々木歯科医院 〒558-0032 06-6691-3159佐々木　卯一郎 佐々木　卯一郎 平 9. 4. 1歯   診療所
     大阪市住吉区遠里小野四丁目５番常　勤:    1 移転 現存
     ２８号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186120-03005 もりた歯科医院 〒558-0015 06-6695-4180森田　哲郎 森田　哲郎 平 9. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住吉区我孫子西二丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     １７号エスポワール東進１階 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186220-03021 菊井歯科医院 〒558-0032 06-6697-0418菊井　謙太郎 菊井　謙太郎 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住吉区遠里小野五丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     １０号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 186320-03047 やまもと小児歯科 〒558-0013 06-6608-5525山本　弘敏 山本　弘敏 平10.12.18小歯 歯   矯歯診療所
     大阪市住吉区我孫子東二丁目５番常　勤:    1 移転 現存
     ２７号 (歯       1) 平28.12.18
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186420-03054 芳野歯科医院 〒558-0011 06-6696-6118芳野　純一 芳野　純一 平11. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大阪市住吉区苅田七丁目４番１０常　勤:    1 新規 歯外 現存
     号エクセルライフ我孫子１１１・(歯       1) 平29. 3. 1
     １１２号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186520-03062 上谷徹歯科医院 〒558-0041 06-6699-8811上谷　徹 上谷　徹 平11.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住吉区南住吉一丁目２５番常　勤:    1 移転 現存
     １６号 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186620-03088 松岡歯科医院 〒558-0045 06-6671-2969松岡　靖博 松岡　靖博 平11.12.11歯   診療所
     大阪市住吉区住吉一丁目７番３４常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平29.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186720-03096 平井歯科医院 〒558-0054 06-6671-3824平井　克明 平井　克明 平12. 1. 1歯   診療所
     大阪市住吉区帝塚山東三丁目３番常　勤:    1 継承 現存
     １９号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186820-03112 はやた歯科クリニック〒558-0041 06-6692-1848早田　寿夫 早田　寿夫 平12. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市住吉区南住吉三丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     ３７号グランアム１階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186920-03120 山上歯科 〒558-0004 06-4700-1182山上　啓介 山上　啓介 平12. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住吉区長居東四丁目１２番常　勤:    2 新規 現存
     １号コーポラスローザ１階 (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187020-03138 たなか歯科 〒558-0011 06-6697-0417田中　信吾 田中　信吾 平12.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市住吉区苅田五丁目２番２９常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187120-03146 犬伏矯正歯科クリニッ〒558-0043 06-6676-0821犬伏　俊嗣 犬伏　俊嗣 平13. 1. 1矯歯 診療所
     ク 大阪市住吉区墨江四丁目１０番２常　勤:    1 新規 現存
     ７号ノバカネイチ住吉１０３号 (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187220-03161 あびこ歯科医院 〒558-0015 06-6694-6881森田　佳宏 森田　佳宏 平13. 9. 1歯   診療所
     大阪市住吉区我孫子西二丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     番２４号フローレンスあびこ１階(歯       1) 平25. 9. 1
     １０１号
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 187320-03179 医療法人　健英会　栗〒558-0052 06-6672-4100医療法人健英会　栗田栗田　英昭 平14. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     田歯科医院 大阪市住吉区帝塚山西一丁目１番常　勤:    1歯科医院　理事長　栗 組織変更 現存
     地１３号ベルメゾンビル２階 (歯       1)田　英昭 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187420-03211 上谷歯科医院 〒558-0003 06-6691-1722上谷　庸介 上谷　庸介 平14. 4. 1歯   診療所
     大阪市住吉区長居一丁目６番２３常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187520-03237 医療法人社団ひまわり〒558-0023 06-4700-3807医療法人社団ひまわり狩谷　幸夫 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     会　ひまわり歯科クリ大阪市住吉区山之内三丁目２番６常　勤:    1会　理事長　狩谷　幸 組織変更 現存
     ニック 号 (歯       1)夫 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187620-03252 にしおか歯科医院 〒558-0023 06-6696-6480西岡　真 西岡　真 平15. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住吉区山之内四丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     号エミネンスパレス１階 (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187720-03260 かわの歯科医院 〒558-0032 06-6699-4182川野　毅 川野　毅 平15. 9. 1歯   診療所
     大阪市住吉区遠里小野一丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     番１８号 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187820-03278 しのべ歯科 〒558-0004 06-6698-8133篠部　伸夫 篠部　伸夫 平15. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住吉区長居東三丁目３番５常　勤:    1 新規 現存
     ３号エバーグリーン長居１号棟１(歯       1) 平27. 9. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187920-03344 よなみね歯科 〒558-0014 06-6698-8615與那嶺　功志 與那嶺　功志 平16. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住吉区我孫子三丁目４番２常　勤:    1 新規 現存
     ０号プレファシオあびこ１階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188020-03369 ハービー歯科・小児矯〒558-0013 06-6690-1616小川　慶知 小川　慶知 平17. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     正歯科 大阪市住吉区我孫子東二丁目３番常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ３号ＡＬＰＨＡ　ＢＬｄ．１階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188120-03377 スミヨシファミリー歯〒558-0044 06-6675-4646橋本　匡史 橋本　匡史 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     科 大阪市住吉区長峡町３番１４号　常　勤:    1 新規 現存
     ショップ南海住吉内 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188220-03385 山口歯科医院 〒558-0003 06-6694-0469中辻　智子 中辻　智子 平18. 6. 1歯   診療所
     大阪市住吉区長居二丁目９番４号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188320-03393 こいずみ歯科クリニッ〒558-0023 06-6695-4618小泉　訓範 小泉　訓範 平18.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市住吉区山之内三丁目３番２常　勤:    1 新規 現存
     ９号ＹＵＭＡ好美１階 (歯       1) 平24.10. 1
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 188420-03401 片岡歯科医院 〒558-0055 06-6678-0557谷口　昌子 谷口　昌子 平19. 2.23歯   小歯 診療所
     大阪市住吉区万代五丁目２番６号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平25. 2.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188520-03419 たすく歯科 〒558-0011 06-6697-7654馬場　祐 馬場　祐 平19. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市住吉区苅田九丁目１４番２常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ８号 (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188620-03435 医療法人榮 会　ゆう〒558-0056 06-6699-8484医療法人榮 会　理事祐森　正幸 平19. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     もりデンタルクリニッ大阪市住吉区万代東一丁目４番１常　勤:    1長　祐森　正幸 組織変更 現存
     ク ７号アルデール帝塚山１０１号 (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188720-03450 山下歯科医院 〒558-0004 06-6691-3391山下　正裕 山下　正裕 平19.10. 1歯   診療所
     大阪市住吉区長居東二丁目１１番常　勤:    1 継承 現存
     １３号 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188820-03468 たんぽぽ歯科クリニッ〒558-0013 06-6607-1147橋本　佳明 橋本　佳明 平19.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 大阪市住吉区我孫子東二丁目７番常　勤:    3 新規 矯歯 現存
     ４号フレシュール我孫子２階 (歯       3) 平25.12. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188920-03484 かと歯科医院 〒558-0032 06-6608-8811加登　基弘 加登　基弘 平20. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市住吉区遠里小野一丁目８番常　勤:    1 移転 現存
     １２号 (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189020-03500 医療法人井上歯科医院〒558-0004 06-6695-4182医療法人井上歯科医院山下　美加 平20.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     　味木歯科 大阪市住吉区長居東一丁目１番２常　勤:    2　理事長　井上　富夫 組織変更 現存
     号カーサプロムナード１階 (歯       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189120-03518 たかしま歯科医院 〒558-0055 06-4701-4141高島　彰秀 高島　彰秀 平21. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住吉区万代四丁目１番２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189220-03526 おざき歯科 〒558-0041 06-6699-8846尾崎　慶太 尾崎　慶太 平21. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住吉区南住吉一丁目２２番常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189320-03534 やすば歯科医院 〒558-0011 06-6697-5519安場　正将 安場　正将 平21. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住吉区苅田七丁目１２番２常　勤:    1 新規 現存
     ８－２０２号 (歯       1) 平27. 5. 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   193 頁

 189420-03559 しろやま歯科医院 〒558-0003 06-6608-4182城山　明宏 城山　明宏 平21.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住吉区長居三丁目８番４号常　勤:    1 新規 現存
     畑長居駅前ビル２階 (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189520-03575 医療法人　長尾歯科医〒558-0033 06-6671-5977医療法人長尾歯科医院長尾　優 平22. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     院 大阪市住吉区清水丘三丁目１０番常　勤:    2　理事長　長尾　優 組織変更 現存
     ４号 (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189620-03583 松澤歯科医院 〒558-0032 06-6691-1635松澤　輝彦 松澤　輝彦 平22. 1. 1歯   診療所
     大阪市住吉区遠里小野五丁目１２常　勤:    2 継承 現存
     番３２号 (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189720-03609 かおりデンタルクリニ〒558-0032 06-7891-0018松岡　香 松岡　香 平23. 2. 1歯   小歯 診療所
     ック 大阪市住吉区遠里小野七丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189820-03617 医療法人一栄会　一栄〒558-0022 06-6608-6600医療法人　一栄会　理松岡　満 平23. 4. 1歯   診療所
     デンタルクリニック住大阪市住吉区杉本二丁目３１番１常　勤:    1事長　藤井　秀岳 組織変更 現存
     吉診療所 ４号 (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:   13
     (歯      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189920-03633 川野歯科医院 〒558-0032 06-6691-3891川野　晃 川野　晃 平23.10.26歯   診療所
     大阪市住吉区遠里小野５丁目５番常　勤:    3 継承 現存
     ３４号 (歯       3) 平29.10.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190020-03641 名原歯科医院 〒558-0041 06-6693-6480名原　大吾 名原　大吾 平23.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住吉区南住吉３丁目４番１常　勤:    1 組織変更 現存
     １号ハイツニューバリー１Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190120-03666 Ｔ＆Ｒデンタルクリニ〒558-0013 06-6115-7238吉垣　太一 吉垣　太一 平24. 4. 1歯   小歯 診療所
     ック 大阪市住吉区我孫子東２丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     ６アビコエイトビル１階１Ｃ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190220-03674 高見歯科クリニック 〒558-0004 06-6606-1182高見　典明 高見　典明 平24. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住吉区長居東２丁目９番１常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190320-03682 医療法人明誠会　ワイ〒558-0011 06-6699-6853医療法人明誠会　理事和田　亮 平24. 4. 1歯   小歯 診療所
     ズ歯科 大阪市住吉区苅田５丁目１９番１常　勤:    1長　山本　 慈 組織変更 現存
     ９号あびこ駅前クリニックモール(歯       1) 平30. 4. 1
     １階 非常勤:    1
     (歯       1)
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 190420-03716 橋本歯科医院 〒558-0015 06-6605-8148橋本　みどり 橋本　みどり 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住吉区我孫子西２－２－１常　勤:    2 継承 現存
     ９ (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190520-03732 岡本歯科医院 〒558-0033 06-7504-8009岡本　健介 岡本　健介 平24.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住吉区清水丘１丁目２６番常　勤:    1 新規 現存
     ２６号 (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190620-03740 フラワー歯科 〒558-0011 06-6696-1673宮田　明 宮田　明 平25. 4. 1歯   診療所
     大阪市住吉区苅田３丁目６番３号常　勤:    1 新規 現存
     パールヒルズニシオ１Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190720-03757 小川歯科医院 〒558-0023 06-6691-3117小川　直人 小川　直人 平25.12. 1歯   診療所
     大阪市住吉区山之内１丁目１４番常　勤:    1 継承 現存
     ２０号 (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190820-03773 医療法人　一縁会　あ〒558-0013 06-6608-4618医療法人　一縁会　理 口　睦記 平26. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     びこファミリー歯科 大阪市住吉区我孫子東３丁目２番常　勤:    5事長　横井　宏一朗 組織変更 現存
     ２５号コーポＹＭ２１　１階西側(歯       5) 平26. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190920-03781 医療法人美戸会　かな〒558-0002 06-6608-6480医療法人美戸会　理事倉岡　香苗 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     えデンタルクリニック大阪市住吉区長居西２丁目１１番常　勤:    1長　倉岡　香苗 組織変更 現存
     １４号 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191020-03799 医療法人健世会　なか〒558-0011 06-6606-2500医療法人健世会　理事中埜　健太郎 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     の歯科クリニック 大阪市住吉区苅田３丁目１７番２常　勤:    2長　中埜　健太郎 組織変更 現存
     ４号ハイツ粟新我孫子１階 (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191120-03823 川歯科医院 〒558-0041 06-6693-9254 川　雅清 川　雅清 平26.10.14歯   診療所
     大阪市住吉区南住吉１－６－７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191220-03831 小出歯科医院 〒558-0041 06-6693-0804小出　紀子 小出　紀子 平27. 2. 1歯   診療所
     大阪市住吉区南住吉２丁目２１番常　勤:    1 移転 現存
     １５号 (歯       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191320-03849 佐藤歯科医院 〒558-0004 06-6691-0307尾形　圭五 尾形　圭五 平27. 4.25歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住吉区長居東３丁目５番３常　勤:    1 継承 現存
     １号 (歯       1) 平27. 4.25
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 191420-03856 医療法人さくら会　さ〒558-0011 06-6615-8800医療法人さくら会　理松永　勝夫 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     くら歯科　あびこ院 大阪市住吉区苅田７丁目７番２号常　勤:    4事長　山中　竜 新規 現存
     西村マンション１階 (歯       4) 平27. 7. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191520-03864 長居くぼた歯科医院 〒558-0002 06-6694-2022久保田　健稔 久保田　健稔 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住吉区長居西２丁目１１－常　勤:    2 新規 現存
     ５ (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191620-03872 医療法人薫歯会　あび〒558-0011 06-6484-6480医療法人薫歯会　理事山下　正範 平27. 9. 1歯   小歯 診療所
     こ大人こども歯科クリ大阪市住吉区苅田七丁目６番２８常　勤:    2長　山根　清薫 組織変更 現存
     ニック 号 (歯       2) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191720-03898 久島歯科医院 〒558-0054 06-6671-2365久島　潔 久島　潔 平27.10.12歯   診療所
     大阪市住吉区帝塚山東１丁目３番常　勤:    1 継承 現存
     １９号 (歯       1) 平27.10.12
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191820-03914 しまぶくろ歯科医院 〒558-0054 06-6675-0418島袋　美千代 島袋　美千代 平28. 6. 1歯   診療所
     大阪市住吉区帝塚山東一丁目５番常　勤:    2 移転 現存
     ６号かね宗ビル１Ｆ (歯       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191920-03922 とも歯科医院 〒558-0013 06-6654-6831瀧本　智朗 瀧本　智朗 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住吉区我孫子東一丁目１番常　勤:    1 移転 現存
     ５号サンシャイン我孫子１０１号(歯       1) 平28.10. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192020-03930 こうの歯科 〒558-0043 06-6675-4618河野　智生 河野　智生 平28.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住吉区墨江四丁目４番１号常　勤:    1 新規 現存
     沢ノ町駅前８８マンション１階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192120-03948 フルカワ歯科診療所 〒558-0044 06-6674-0121古川　祐司 古川　祐司 平29. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住吉区長峡町２番１６号グ常　勤:    1 新規 現存
     ランディオーソ住吉大社Ａ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192220-03955 長居あいしょう歯科 〒558-0004 06-6608-4118楠原　愛将 楠原　愛将 平29. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住吉区長居東四丁目１１－常　勤:    1 新規 現存
     ８清水ビル１・２階 (歯       1) 平29. 2. 1
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 192320-03963 長居ファミリー歯科ク〒558-0004 06-6624-9988西島　圭 西島　圭 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 大阪市住吉区長居東四丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     ２５号タケ＆ハルビル第１　２０(歯       1) 平29. 4. 1
     ２号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192420-03971 医療法人永劫会　岡﨑〒558-0002 06-6693-4435医療法人永劫会　理事岡﨑　浩幸 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 大阪市住吉区長居西一丁目７番３常　勤:    1長　岡﨑　浩幸 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192520-03989 フルリール長居公園歯〒558-0011 06-6699-1111 平　雄一郎 平　雄一郎 平30. 1.22歯   小歯 歯外診療所
     科クリニック 大阪市住吉区苅田２丁目１６番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (歯       1) 平30. 1.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192620-03997 医療法人豊永会　やす〒558-0041 06-4700-8000医療法人豊永会　理事殿田　崇晴 平29.12.18歯   小歯 診療所
     だ歯科クリニック 大阪市住吉区南住吉４丁目１６番常　勤:    1長　安田　耕 移転 現存
     １６号 (歯       1) 平29.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192720-04003 医療法人蓮華友愛会　〒558-0004 06-6607-3781医療法人蓮華友愛会　北山　恵三 平30. 3. 1歯   診療所
     長居デンタルクリニッ大阪市住吉区長居東３－１５－２常　勤:    2理事長　北山　恵三 新規 現存
     ク ６ (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192822-01179 植平歯科医院 〒544-0023 06-6731-8292植平　滋太 植平　滋太 昭41.12. 7歯   診療所
     大阪市生野区林寺三丁目６番６号常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平29.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192922-01211 山根歯科診療所 〒544-0023 06-6714-3503山根　勇 山根　勇 昭43.10. 1歯   診療所
     大阪市生野区林寺二丁目２０番１常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193022-01260 井上歯科医院 〒544-0011 06-6757-6990井上　英美 井上　英美 昭44. 6. 1歯   診療所
     大阪市生野区田島一丁目２番２３常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193122-01369 山口歯科医院 〒544-0033 06-6731-2406山口　邦男 山口　邦男 昭46. 7. 1歯   診療所
     大阪市生野区勝山北一丁目２０番常　勤:    1 新規 現存
     １２号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193222-01427 ミント歯列矯正 〒544-0033 06-6731-4084植田　勉 植田　勉 昭48. 3. 1歯   診療所
     大阪市生野区勝山北１－５－２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 193322-01575 坂本歯科医院 〒544-0023 06-6731-2037坂本　伸人 坂本　伸人 昭52.11.10歯   診療所
     大阪市生野区林寺五丁目１１番２常　勤:    2 継承 現存
     ２号 (歯       2) 平28.11.10
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193422-01609 植村歯科医院 〒544-0024 06-6731-8925植村　公昌 植村　公昌 昭53. 4. 1歯   診療所
     大阪市生野区生野西二丁目６番９常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193522-01617 金村歯科 〒544-0034 06-6715-0418金村　時友 金村　時友 昭54. 4. 1歯   診療所
     大阪市生野区桃谷２－８－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193622-01666 稲田歯科医院 〒544-0001 06-6754-1726稲田　親昭 稲田　親昭 昭54.12. 1歯   診療所
     大阪市生野区新今里五丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193722-01674 平田歯科 〒544-0014 06-6754-2579平田　正 平田　正 昭55. 8. 1歯   診療所
     大阪市生野区巽東二丁目８番２４常　勤:    1 継承 現存
     号友田マンション (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193822-01682 福井歯科医院 〒544-0011 06-6754-1603福井　健彦 福井　健彦 昭56. 1. 1歯   診療所
     大阪市生野区田島五丁目１番３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193922-01708 榎木歯科 〒544-0013 06-6758-5584榎木　清和 榎木　清和 昭56. 2. 1歯   診療所
     大阪市生野区巽中三丁目４番２６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194022-01740 谷村歯科医院 〒544-0004 06-6757-4185谷村　隆文 谷村　隆文 昭57. 6. 1歯   診療所
     大阪市生野区巽北４－３－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194122-01757 久米歯科医院 〒544-0004 06-6754-3362久米　康夫 久米　康夫 昭57. 9. 1歯   診療所
     大阪市生野区巽北４－１３－２３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194222-01781 イマガワ歯科クリニッ〒544-0031 06-6731-3311今川　信吾 今川　信吾 昭57.11. 1歯   小歯 診療所
     ク 大阪市生野区鶴橋三丁目５番３９常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 194322-01823 岡歯科医院 〒544-0034 06-6715-2537岡　益光 岡　益光 昭58. 7. 1歯   診療所
     大阪市生野区桃谷一丁目１３番６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194422-01856 三木歯科医院 〒544-0001 06-6757-6480三木　雅勝 三木　雅勝 昭59. 8. 1歯   診療所
     大阪市生野区新今里四丁目６番２常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194522-01898 木下歯科医院 〒544-0001 06-6757-8255木下　宏 木下　宏 昭60. 1. 1歯   診療所
     大阪市生野区新今里四丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号ダイドービル２階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194622-01997 岡本歯科 〒544-0024 06-6716-8148岡本　卓士 岡本　卓士 昭61. 4. 6歯   診療所
     大阪市生野区生野西４－６－１ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194722-02011 小倉歯科 〒544-0003 06-6753-1113小倉　壽 小倉　壽 昭61. 7. 1歯   診療所
     大阪市生野区小路東六丁目８番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号昭和コーポ東大阪１階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194822-02029 田中歯科医院 〒544-0021 06-6731-7758田中　淳子 田中　淳子 昭61. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市生野区勝山南二丁目７番１常　勤:    3 継承 現存
     ５号 (歯       3) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194922-02037 松井歯科 〒544-0033 06-6715-1180松井　昇 松井　昇 昭62. 4. 1歯   診療所
     大阪市生野区勝山北四丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195022-02086 こう歯科 〒544-0015 06-6757-8189康　祐國 康　祐國 昭62.10. 1歯   診療所
     大阪市生野区巽南三丁目１８番２常　勤:    2 新規 現存
     ８号カネボウ南巽グリーンマンシ(歯       2) 平29.10. 1
     ョン１０１号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195122-02102 山田歯科医院 〒544-0031 06-6712-6480山田　伸治 山田　伸治 昭63. 3. 1歯   診療所
     大阪市生野区鶴橋２－１４－１３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195222-02136 髙山歯科 〒544-0003 06-6753-1093髙山　豊誠 髙山　豊誠 平元. 3. 1歯   診療所
     大阪市生野区小路東二丁目１番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   199 頁

 195322-02185 米澤歯科 〒544-0012 06-6757-6648榎木　惠美子 榎木　惠美子 平 2. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市生野区巽西四丁目８番１４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195422-02219 かなうみ歯科 〒544-0023 06-6741-0118金海　浩 金海　浩 平 3. 1. 1歯   診療所
     大阪市生野区林寺二丁目３番１号常　勤:    1 新規 現存
     るみえーる阪越２階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195522-02235 川口歯科医院 〒544-0034 06-6741-6418川口　佳夫 川口　佳夫 平 3. 1. 1歯   診療所
     大阪市生野区桃谷二丁目１８番３常　勤:    1 継承 現存
     ０号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195622-02243 友沢歯科 〒544-0003 06-6752-4868友沢　昭伸 友沢　昭伸 平 3. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市生野区小路東４－９－２２常　勤:    1 新規 現存
     ティソフィアⅡ１階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195722-02250 安東歯科クリニック 〒544-0032 06-6716-6480安東　基良 安東　基良 平 3. 6. 1歯   診療所
     大阪市生野区中川西２－１０－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195822-02284 医療法人　吉永歯科医〒544-0011 06-6757-6560医療法人吉永歯科医院吉永　勉 平 3. 7. 1歯   診療所
     院 大阪市生野区田島五丁目９番２８常　勤:    3　理事長　吉永　勉 組織変更 現存
     号 (歯       3) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195922-02318 友邊歯科 〒544-0022 06-6717-4581友 　芳明 友 　芳明 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市生野区舎利寺二丁目１番４常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196022-02334 山内歯科医院 〒544-0011 06-6757-1622山内　光生 山内　光生 平 5. 1. 1歯   診療所
     大阪市生野区田島四丁目１１番３常　勤:    2 移転 現存
     ６号 (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196122-02367 岡田歯科医院 〒544-0022 06-6741-0031岡田　佐千子 岡田　佐千子 平 5. 5. 6歯   診療所
     大阪市生野区舎利寺一丁目１１番常　勤:    2 移転 現存
     ６号 (歯       2) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196222-02383 有田歯科医院 〒544-0033 06-6712-5521有田　充男 有田　充男 平 5. 7. 1歯   診療所
     大阪市生野区勝山北二丁目１７番常　勤:    1 新規 現存
     １４号今井ビル２階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 196322-02409 おきやま歯科 〒544-0033 06-6712-8211興山　健博 興山　健博 平 5.12. 1歯   診療所
     大阪市生野区勝山北五丁目２２番常　勤:    1 新規 現存
     １７号 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196422-02458 中西歯科医院 〒544-0004 06-6757-1773中西　孝 中西　孝 平 7. 1.30歯   小歯 診療所
     大阪市生野区巽北三丁目１５番２常　勤:    1 移転 現存
     ４号　豊都ビル２階２０１号 (歯       1) 平28. 1.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196522-02466 高歯科医院 〒544-0002 06-6757-4484高　永和 高　永和 平 7. 5. 1歯   診療所
     大阪市生野区小路二丁目２５番１常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196622-02474 中村歯科医院 〒544-0033 06-6731-4137中村　不二 中村　不二 平 7. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大阪市生野区勝山北三丁目５番６常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196722-02482 大倉歯科 〒544-0025 06-6731-6471大倉　博 大倉　博 平 7.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市生野区生野東二丁目６番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196822-02508 今中歯科医院 〒544-0003 06-6756-6480今中　康文 今中　康文 平 8. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市生野区小路東六丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196922-02516 まじま歯科クリニック〒544-0011 06-6756-0418間嶋　伸治 間嶋　伸治 平 8. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大阪市生野区田島五丁目７番２５常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197022-02524 とち谷歯科医院 〒544-0015 06-6758-0604栃谷　誠一 栃谷　誠一 平 8. 7. 1歯   診療所
     大阪市生野区巽南三丁目１３番３常　勤:    1 新規 現存
     号たつみやかた２階２０３号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197122-02557 岩西歯科医院 〒544-0001 06-6751-0205岩西　利幸 岩西　利幸 平 8. 9. 1歯   診療所
     大阪市生野区新今里四丁目１２番常　勤:    1 継承 現存
     ４号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197222-02607 林歯科医院 〒544-0003 06-6752-7801林　昭典 林　昭典 平10. 1. 1歯   診療所
     大阪市生野区小路東三丁目８番２常　勤:    1 移転 現存
     ７号 (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 197322-02615 医療法人　森田歯科医〒544-0001 06-6751-8214医療法人森田歯科医院森田　真功 平10. 1. 1歯   小歯 診療所
     院 大阪市生野区新今里二丁目６番２常　勤:    2　理事長　森田　真功 組織変更 現存
     ４号 (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197422-02623 山本歯科医院 〒544-0003 06-4306-2202山本　雅之 山本　雅之 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市生野区小路東一丁目１６番常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197522-02649 にしき歯科 〒544-0014 06-6752-6600錦　勲 錦　勲 平11. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市生野区巽東一丁目１番１号常　勤:    1 新規 現存
     グランツェ北巽１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197622-02656 花谷歯科医院 〒544-0004 06-6755-5551花谷　正信 花谷　正信 平11. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市生野区巽北四丁目４番２３常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197722-02664 石山歯科クリニック 〒544-0004 06-4306-1233石山　政昊 石山　政昊 平11. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市生野区巽北三丁目１６番８常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197822-02680 呉本歯科医院 〒544-0013 06-6754-8921呉本　和雄 呉本　和雄 平11.12. 1歯   診療所
     大阪市生野区巽中二丁目９番２号常　勤:    1 移転 現存
     マンションラ・メール１階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197922-02706 医療法人アイディー会〒544-0033 06-6741-8046医療法人　アイディー入船　英綱 平12. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     　いりふね歯科 大阪市生野区勝山北一丁目３番１常　勤:    1会　理事長　入船　英 組織変更 現存
     ９号 (歯       1)綱 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198022-02714 小川歯科医院 〒544-0002 06-6756-7310小川　恭史 小川　恭史 平12. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市生野区小路三丁目１番７号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198122-02722 近藤歯科クリニック 〒544-0014 06-6757-8249近藤　励幾 近藤　励幾 平12. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市生野区巽東一丁目１番３８常　勤:    1 移転 現存
     号ＪＴＢマンション１階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 198222-02730 北條歯科医院 〒544-0006 06-6754-8107北條　健児 北條　健児 平12.11. 1歯   診療所
     大阪市生野区中川東一丁目１番１常　勤:    1 継承 現存
     １号 (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198322-02789 ふくい歯科クリニック〒544-0023 06-6713-4182福井　敏夫 福井　敏夫 平14. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市生野区林寺四丁目１６番２常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198422-02797 医療法人　盟兄会　金〒544-0012 06-6757-8148医療法人　盟兄会　理衛藤　佳代 平14.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     城歯科医院 大阪市生野区巽西一丁目２番１２常　勤:    1事長　木下　尚樹 組織変更 現存
     号ハイツ巽西　２階　東室 (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198522-02805 たつしろ歯科医院 〒544-0004 06-6754-4411達城　源 達城　源 平15. 5. 1歯   診療所
     大阪市生野区巽北一丁目２０番２常　勤:    1 移転 現存
     ６号 (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198622-02839 医療法人　井上歯科医〒544-0013 06-6757-4182医療法人井上歯科医院井上　富夫 平16. 1. 1歯   小歯 診療所
     院 大阪市生野区巽中四丁目１１番２常　勤:    2　理事長　井上　富夫 組織変更 現存
     ０号 (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198722-02847 はぶ歯科医院 〒544-0023 06-6714-2653羽生　卓也 羽生　卓也 平16. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市生野区林寺四丁目１１番１常　勤:    1 継承 現存
     ４号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198822-02854 稲田ゆうこ歯科 〒544-0001 06-6754-4618稲田　裕子 稲田　裕子 平16.10. 1歯   診療所
     大阪市生野区新今里四丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     １２号 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198922-02862 とみ歯科医院 〒544-0003 06-6758-4180中西　哲也 中西　哲也 平17. 5. 1歯   診療所
     大阪市生野区小路東一丁目２１番常　勤:    1 新規 現存
     １３号カーサ・ノベンタ２階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199022-02870 医療法人　かとう歯科〒544-0015 06-6753-6482医療法人　かとう歯科加藤　邦和 平18. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市生野区巽南一丁目１２番１常　勤:    1　理事長　加藤　邦和 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 199122-02888 時岡歯科医院 〒544-0001 06-6752-8240時岡　寛子 時岡　寛子 平18. 9.28歯   診療所
     大阪市生野区新今里一丁目１３番常　勤:    1 継承 現存
     ５号 (歯       1) 平24. 9.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199222-02896 植田歯科医院 〒544-0004 06-6752-2100植田　英樹 植田　英樹 平19. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市生野区巽北三丁目１３番３常　勤:    1 継承 現存
     １号 (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199322-02912 医療法人福寿会　かね〒544-0004 06-6752-8148医療法人福寿会　理事金村　福寿 平19. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     むら歯科医院 大阪市生野区巽北二丁目１７番１常　勤:    5長　金村　福寿 組織変更 現存
     ５号 (歯       5) 平25. 1. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199422-02920 たつみ歯科クリニック〒544-0014 06-6756-7005新井　貴治 新井　貴治 平19. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市生野区巽東一丁目９番１号常　勤:    1 新規 現存
     ヴィータラフィナータ１０２ (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199522-02938 ミナト歯科 〒544-0024 06-7713-0211三田　豊 三田　豊 平19. 7. 1歯   診療所
     大阪市生野区生野西三丁目５番７常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199622-02946 あかし歯科クリニック〒544-0002 06-6751-5153明石　大介 明石　大介 平20. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市生野区小路三丁目１４番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199722-02961 宇田歯科医院 〒544-0033 06-6715-1183宇田　好孝 宇田　好孝 平20.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市生野区勝山北三丁目１番２常　勤:    1 移転 現存
     ８号 (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199822-02979 医療法人　長谷川歯科〒544-0033 06-6712-8641医療法人長谷川歯科　長谷川　真也 平20.12. 1歯   小歯 診療所
     大阪市生野区勝山北二丁目２番３常　勤:    1理事長　長谷川　真也 移転 現存
     号 (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199922-02995 岡田歯科 〒544-0012 06-7505-1516岡田　正傳 岡田　正傳 平21. 3. 1歯   診療所
     大阪市生野区巽西四丁目４番１７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200022-03001 和島デンタルクリニッ〒544-0001 06-6754-4136和島　良知 和島　良知 平21. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市生野区新今里四丁目３番２常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (歯       1) 平27. 4. 1
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 200122-03027 医療法人　辰野歯科医〒544-0021 06-6716-3302医療法人辰野歯科医院辰野　隆 平23. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 大阪市生野区勝山南三丁目２番９常　勤:    2　理事長　辰野　隆 組織変更 現存
     号 (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200222-03035 医療法人　藤和会　藤〒544-0031 06-6731-8066医療法人　藤和会　理下村　政雄 平23.11. 1歯   診療所
     田歯科医院 大阪市生野区鶴橋五丁目６番１７常　勤:    2事長　藤田　和弘 新規 現存
     号 (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200322-03043 オリーブ歯科クリニッ〒544-0001 06-6757-2233宮本　倫子 宮本　倫子 平24. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市生野区新今里３丁目１－２常　勤:    2 新規 現存
     新今里マンション巽１階 (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200422-03050 岡歯科医院 〒544-0033 06-6731-5717清水　保樹 清水　保樹 平24. 7. 1歯   診療所
     大阪市生野区勝山北５丁目１の６常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200522-03068 桃谷歯科 〒544-0034 06-6741-0075宇田　一司 宇田　一司 平25. 3. 1歯   診療所
     大阪市生野区桃谷１丁目１１番２常　勤:    1 移転 現存
     ８号 (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200622-03076 玉川歯科医院 〒544-0006 06-6752-3996玉川　克樹 玉川　克樹 平26. 9. 1歯   診療所
     大阪市生野区中川東２丁目１６番常　勤:    1 継承 現存
     ２号 (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200722-03084 ふるかわ歯科 〒544-0014 06-6752-4130古川　尊寛 古川　尊寛 平26. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市生野区巽東２丁目１１番２常　勤:    1 継承 現存
     ３号 (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200822-03092 渡内歯科医院 〒544-0001 06-6752-7355渡内　信嘉 渡内　信嘉 平26.12. 9歯   小歯 診療所
     大阪市生野区新今里３丁目１６番常　勤:    2 移転 現存
     ８号 (歯       2) 平26.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200922-03100 中野歯科医院 〒544-0024 06-6731-0013中野　宏治 中野　宏治 平27. 2. 1歯   診療所
     大阪市生野区生野西１丁目１６番常　勤:    2 継承 現存
     １６号 (歯       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 201022-03118 つばさデンタルクリニ〒544-0022 06-6777-4705土井　博史 土井　博史 平27. 6. 1歯   小歯 診療所
     ック 大阪市生野区舎利寺２－３－１５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201122-03126 医療法人歯永会　さく〒544-0034 06-6712-1211医療法人歯永会　理事山縣　聡介 平27. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ら歯科医院 大阪市生野区桃谷２丁目２８番１常　勤:    1長　森下　雅三 新規 現存
     ７号１階 (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201222-03134 津田歯科 〒544-0023 06-6715-0468津田　重信 津田　重信 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市生野区林寺２－１８－２０常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201322-03142 フジイ歯科医院 〒544-0032 06-6712-8110藤井　一徳 藤井　一徳 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市生野区中川西一丁目８番１常　勤:    2 継承 現存
     ９号 (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201422-03159 パークデンタルクリニ〒544-0001 06-4306-6480朴　一根 朴　一根 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 大阪市生野区新今里三丁目２番９常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201522-03167 医療法人　新井歯科医〒544-0004 06-6754-8755医療法人新井歯科医院新井　祥弘 平28. 9. 1歯   歯外 矯歯診療所
     院 大阪市生野区巽北三丁目１２番１常　勤:    2　理事長　新井　祥弘 組織変更 小歯 現存
     ３号 (歯       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201623-00872 笹岡歯科医院 〒545-0023 06-6621-8669笹岡　省悟 笹岡　省悟 昭32.10.20歯   診療所
     大阪市阿倍野区王子町三丁目３番常　勤:    1 現存
     １号 (歯       1) 平29.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201723-01482 橋本歯科医院 〒545-0021 06-6622-2075橋本　武 橋本　武 昭45. 6. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区阪南町１－２３－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201823-01508 小林歯科医院 〒545-0052 06-6621-6344小林　康宏 小林　康宏 昭45. 7. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋３－８－常　勤:    1 新規 現存
     １３ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201923-01565 大河歯科医院 〒545-0003 06-6718-1740大河　武文 大河　武文 昭46.11. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区美章園二丁目２８常　勤:    1 現存
     番１８号チヤスビル２階 (歯       1) 平28.11. 1
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 202023-01813 石野歯科医院 〒545-0053 06-6623-3536石野　和志 石野　和志 昭52. 4. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区松崎町２－４－１常　勤:    1 休止
     ５　伊東ビル３階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202123-01847 大谷歯科医院 〒545-0011 06-6622-1301大谷　敦宏 大谷　敦宏 昭52. 4. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区昭和町４－７－２常　勤:    1 継承 現存
     ８ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202223-01896 久保歯科医院 〒545-0021 06-6623-6601久保　研 久保　研 昭53. 5. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区阪南町三丁目１８常　勤:    1 現存
     番１４号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202323-02068 クシダ歯科 〒545-0052 06-6632-0088櫛田　雄一 櫛田　雄一 昭56. 2. 6歯   矯歯 小歯診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目５常　勤:    1 継承 現存
     番３１号アポロビル５階 (歯       1) 平29. 2. 6
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202423-02076 松谷歯科医院 〒545-0053 06-6621-5668松谷　一 松谷　一 昭56. 5. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区松崎町二丁目６番常　勤:    1 現存
     ３０号朝日プラザ阿倍野１０２ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202523-02084 岩井歯科医院 〒545-0021 06-6623-4812岩井　 茂 岩井　 茂 昭56. 5. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区阪南町一丁目３４常　勤:    1 現存
     番２号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202623-02126 こくぶ歯科 〒545-0053 06-6624-2859國分　覚雄 國分　覚雄 昭56. 6. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区松崎町二丁目３番常　勤:    1 現存
     ３７号松崎町グリーンハイツ１０(歯       1) 平29. 6. 1
     ５号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202723-02142 森田歯科医院 〒545-0011 06-6628-1836森田　耕平 森田　耕平 昭57. 1. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区昭和町一丁目２１常　勤:    1 継承 現存
     番２５号 (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202823-02167 川西歯科 〒545-0005 06-6624-1854川西　旭彦 川西　旭彦 昭57. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市阿倍野区三明町２－１１－常　勤:    2 移転 現存
     ２２ (歯       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 202923-02183 菅尾デンタルクリニッ〒545-0011 06-6623-4187菅尾　泰典 菅尾　和子 昭57. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市阿倍野区昭和町５－３－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203023-02191 藤井歯科医院 〒545-0001 06-6719-4182藤井　敏郎 藤井　敏郎 昭57. 9. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区天王寺町北一丁目常　勤:    1 現存
     ２番１１号 (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203123-02225 金村歯科 〒545-0052 06-6623-3255金村　恵司 金村　恵司 昭58. 4. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋２丁目４常　勤:    2 移転 現存
     番４８号 (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203223-02233 原田歯科医院 〒545-0014 06-6606-6694原田　敬三 原田　敬三 昭58.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大阪市阿倍野区西田辺町二丁目２常　勤:    1 新規 現存
     番１５号メゾン鶴ケ丘２０１ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203323-02282 植田歯科 〒545-0001 06-6713-2707植田　栄藏 植田　栄藏 昭60. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市阿倍野区天王寺町北３－２常　勤:    1 移転 現存
     －３ネオコーポ阿倍野１０４ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203423-02332 岸上歯科医院 〒545-0042 06-6653-8400岸上　尚司 岸上　尚司 昭60.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大阪市阿倍野区丸山通一丁目６番常　勤:    2 新規 現存
     ２号 (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203523-02357 米倉歯科医院 〒545-0021 06-6623-8019米倉　靖弘 米倉　靖弘 昭60.12. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区阪南町四丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203623-02381 野木歯科医院 〒545-0022 06-6693-8211野木　章平 野木　章平 昭61.12. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区播磨町三丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     １６号 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203723-02456 松本歯科 〒545-0053 06-6622-0930松本　恭治 松本　恭治 昭63. 2. 1歯   小歯 診療所
     大阪市阿倍野区松崎町３丁目１５常　勤:    1 新規 現存
     番３０号トキワハイム１階 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203823-02464 覚道歯科医院 〒545-0042 06-6661-8148覚道　裕之 覚道　裕之 昭63. 6. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区丸山通１－１－１常　勤:    1 新規 現存
     ３メゾブランシェ１Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 203923-02522 なかせ歯科医院 〒545-0003 06-6713-1714中瀬　真二 中瀬　真二 平 2. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市阿倍野区美章園二丁目１３常　勤:    1 新規 現存
     番１２号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204023-02555 坂本歯科医院 〒545-0021 06-6622-3263坂本　寿美枝 坂本　寿美枝 平 2.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市阿倍野区阪南町三丁目７番常　勤:    1 移転 現存
     ３号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204123-02571 山田歯科医院 〒545-0032 06-6661-6518山田　繁治 山田　繁治 平 3. 6. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区晴明通２－８ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204223-02621 向山歯科医院 〒545-0011 06-6628-7877向山　嘉幸 向山　嘉幸 平 3.12. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区昭和町二丁目２番常　勤:    2 移転 現存
     ２１号 (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204323-02647 田中歯科Ｃｌｉｎｉｃ〒545-0004 06-6628-8201田中　保徳 田中　保徳 平 4. 1. 9歯   診療所
     大阪市阿倍野区文の里三丁目７番常　勤:    1 継承 現存
     １６号 (歯       1) 平28. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204423-02662 医療法人　年梅歯科ク〒545-0023 06-6622-5714医療法人　年梅歯科ク年梅　旭 平 4. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 大阪市阿倍野区王子町四丁目３番常　勤:    2リニック　理事長　年 組織変更 歯外 現存
     ２２号 (歯       2)梅　旭 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204523-02688 浅井歯科診療所 〒545-0033 06-6652-4069浅井　良英 浅井　良英 平 5. 6. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区相生通二丁目１０常　勤:    1 継承 現存
     番４号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204623-02720 岡村歯科医院 〒545-0013 06-6628-1887岡村　茂 岡村　茂 平 5.10. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区長池町１２番３号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204723-02761 飯田歯科院 〒545-0014 06-6696-0230飯田　年成 飯田　年成 平 7.12. 1歯   小歯 診療所
     大阪市阿倍野区西田辺町一丁目２常　勤:    1 新規 現存
     １番３９号ロイヤルプロヴァンス(歯       1) 平28.12. 1
     １階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204823-02795 玉田歯科医院 〒545-0021 06-6622-6608玉田　真司 玉田　真司 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市阿倍野区阪南町三丁目４０常　勤:    1 継承 現存
     番８号北畠コーポラス１階２階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 204923-02803 行徳歯科医院 〒545-0022 06-6622-1088行德　智義 行德　智義 平 8. 4.23歯   小歯 診療所
     大阪市阿倍野区播磨町一丁目１４常　勤:    1 継承 現存
     番２０号 (歯       1) 平29. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205023-02829 木下矯正歯科 〒545-0051 06-6633-0717木下　三樹夫 木下　三樹夫 平 8. 7. 1矯歯 診療所
     大阪市阿倍野区旭町一丁目１番１常　勤:    2 新規 現存
     ０号竹澤ビルＢ１階 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205123-02845 医療法人　西村歯科医〒545-0021 06-6629-0418医療法人　西村歯科医西村　耕一 平 9. 1. 1歯   診療所
     院 大阪市阿倍野区阪南町三丁目６番常　勤:    1院　理事長　西村　耕 組織変更 現存
     １９号 (歯       1)一 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205223-02878 春田歯科医院 〒545-0052 06-6655-3640春田　泰彦 春田　泰彦 平10. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋四丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ８番４号昭和グランドハイツ阿倍(歯       1) 平28. 6. 1
     野１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205323-02894 いこま歯科医院 〒545-0022 06-6621-6480生駒　勇人 生駒　勇人 平10. 7. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区播磨町一丁目２０常　勤:    1 新規 現存
     番１５号播磨ビル１階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205423-02928 本田歯科医院 〒545-0003 06-4399-2218本田　浩二 本田　浩二 平11. 1. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区美章園三丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     １０号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205523-02936 じょうだい歯科医院 〒545-0032 06-6655-5525上代　久夫 上代　久夫 平11. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市阿倍野区晴明通１１番７号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205623-02951 はた歯科クリニック 〒545-0051 06-6636-1182畑　勝 畑　勝 平11. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市阿倍野区旭町二丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     号あべのポンテ１階１０５ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205723-02969 岡田歯科医院 〒545-0011 06-4399-3777岡田　弘二 岡田　弘二 平11.12. 1歯   小歯 診療所
     大阪市阿倍野区昭和町四丁目６番常　勤:    1 新規 現存
     １０号 (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205823-02977 浦上歯科クリニック 〒545-0042 06-6661-4618浦上　竜三 浦上　竜三 平12. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市阿倍野区丸山通二丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     ２２号 (歯       1) 平30. 1. 1
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 205923-03009 宮本歯科医院 〒545-0014 06-6690-1182宮本　博文 宮本　博文 平12.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市阿倍野区西田辺町二丁目２常　勤:    1 新規 現存
     番９号鶴ケ丘ビル２階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206023-03041 河村歯科医院 〒545-0011 06-6628-0805河村　泰治 河村　泰治 平13. 1. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区昭和町四丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206123-03058 マツタニ歯科クリニッ〒545-0021 06-6607-4182松谷　哲郎 松谷　哲郎 平14. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市阿倍野区阪南町七丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     １号デイリーカナートイズミヤ西(歯       1) 平26. 1. 1
     田辺店２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206223-03066 きじ歯科西田辺診療所〒545-0021 06-6692-8148貴治　一敏 貴治　一敏 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市阿倍野区阪南町五丁目２５常　勤:    1 新規 現存
     番１１号エリーネス西田辺１階 (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206323-03108 南歯科医院 〒545-0021 06-6622-6503南　智史 南　智史 平14. 9.13歯   診療所
     大阪市阿倍野区阪南町一丁目４５常　勤:    1 継承 現存
     番３号 (歯       1) 平26. 9.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206423-03157 山崎歯科クリニック 〒545-0021 06-6622-3309山崎　徹也 山崎　徹也 平16. 4. 1小歯 歯   診療所
     大阪市阿倍野区阪南町三丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ８号グレースコートシーダーバレ(歯       1) 平28. 4. 1
     ー１０３号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206523-03165 医療法人聚洸会　伊賀〒545-0053 06-6624-2469医療法人聚洸会　理事伊賀　己記 平16. 7. 1歯   診療所
     歯科医院 大阪市阿倍野区松崎町三丁目１５常　勤:    2長　伊賀　己記 組織変更 現存
     番１４号ジョイテル阿倍野１階 (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206623-03173 医療法人青空会　足立〒545-0011 06-6621-8241医療法人青空会　理事足立　哲也 平17. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科クリニック 大阪市阿倍野区昭和町二丁目１８常　勤:    7長　足立　哲也 組織変更 歯外 現存
     番１号有馬パレス阿倍野１０１ (歯       7) 平29. 1. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206723-03199 出口歯科クリニック 〒545-0052 06-6624-1178出口　博久 出口　博久 平17. 4. 1歯   歯外 診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋五丁目３常　勤:    1 新規 現存
     番１８号 (歯       1) 平29. 4. 1
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 206823-03215 医療法人エイアンドデ〒545-0005 06-6629-2881医療法人エイアンドデ小室　匡弘 平17. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ィ　文の里歯科クリニ大阪市阿倍野区三明町二丁目９番常　勤:    2ィ　理事長　小室　匡 組織変更 現存
     ック ２７号 (歯       2)弘 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206923-03264 宮田歯科医院 〒545-0035 06-6621-8506宮田　友晴 宮田　友晴 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市阿倍野区北畠一丁目１３番常　勤:    1 継承 現存
     ５号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207023-03280 かない歯科医院 〒545-0001 06-6713-2107金井　哲 金井　哲 平18. 3.22歯   診療所
     大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目常　勤:    1 移転 現存
     ３番１３号 (歯       1) 平30. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207123-03314 木下歯科医院 〒545-0021 06-6628-6684木下　円我 木下　円我 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市阿倍野区阪南町二丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     １５号 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207223-03322 出口歯科医院 〒545-0052 06-6623-5208出口　孝明 出口　孝明 平19. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋四丁目２常　勤:    1 移転 現存
     １番５号宮井ビル２・３階 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207323-03348 いえさき歯科医院 〒545-0011 06-6624-4500家﨑　勝生 家﨑　勝生 平19. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市阿倍野区昭和町五丁目１１常　勤:    1 移転 現存
     番６号西田辺７ープラス１０１ (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207423-03355 いしはら歯科医院 〒545-0053 06-6623-3946石原　摩佐子 石原　摩佐子 平19.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市阿倍野区松崎町二丁目９番常　勤:    1 新規 現存
     ５号セレスタ阿倍野松崎１０２ (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207523-03397 加護歯科医院 〒545-0011 06-6621-2655加護　朱美 加護　朱美 平20. 5. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区昭和町二丁目１番常　勤:    1 移転 現存
     ７号プチメゾン昭和町１階 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207623-03421 緒方歯科医院 〒545-0051 06-6631-3452緒方　維教 緒方　維教 平21. 4. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区旭町一丁目２番７常　勤:    2 継承 現存
     号あべのメディックス２０１号 (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207723-03454 あべの歯科クリニック〒545-0034 06-6622-1873新川　敦央 新川　敦央 平21.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野元町５番１常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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 207823-03462 おおくぼ歯科医院 〒545-0004 06-6622-4567大窪　正茂 大窪　正茂 平22. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市阿倍野区文の里一丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     ２８号文の里ロイヤルハイツ１Ｆ(歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207923-03470 水野歯科医院 〒545-0001 06-6719-0045水野　直之 水野　直之 平22. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市阿倍野区天王寺町北三丁目常　勤:    1 新規 現存
     ４番１８号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208023-03488 おかやす歯科クリニッ〒545-0011 06-6627-6481岡保　伸 岡保　伸 平22. 6. 1歯   診療所
     ク 大阪市阿倍野区昭和町二丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     ２７号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208123-03504 医療法人　吉村歯科医〒545-0043 06-6661-4315医療法人　吉村歯科医吉村　信一 平22. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 大阪市阿倍野区松虫通二丁目６番常　勤:    1院　理事長　吉村　信 組織変更 現存
     ２３号 (歯       1)一 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208223-03520 永山歯科医院 〒545-0022 06-6696-1118永山　哲史 永山　哲史 平22.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市阿倍野区播磨町一丁目２４常　勤:    1 新規 現存
     番１号グレースパイン１Ｆ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208323-03538 医療法人優志会　ふく〒545-0021 06-6624-4180医療法人優志会ふくだ福田　聡史 平23. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     だ歯科クリニック 大阪市阿倍野区阪南町五丁目１７常　勤:    1歯科クリニック　理事 組織変更 現存
     番４号ロータスビル２階 (歯       1)長　福田　聡史 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208423-03546 医療法人　脇歯科医院〒545-0023 06-6622-4951医療法人脇歯科医院　脇　宗弘 平23. 1. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区王子町一丁目１１常　勤:    1理事長　脇　宗弘 組織変更 現存
     番２号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208523-03553 医療法人優清会　永井〒545-0052 06-6624-1770医療法人優清会　理事永井　克彦 平23. 1. 1歯   診療所
     歯科クリニック 大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目２常　勤:    1長　永井　克彦 組織変更 現存
     番１５号 (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208623-03561 中岡歯科医院 〒545-0021 06-6693-3336中岡　靖裕 中岡　靖裕 平23. 1. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区阪南町六丁目９番常　勤:    1 継承 現存
     ２９号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208723-03579 医療法人　富歯会　川〒545-0052 06-6633-8211医療法人　富歯会　理川上　富清 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     上歯科あべの診療所 大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目６常　勤:    2事長　川上　富清 新規 矯歯 現存
     番１号アベノウォーク　１０９号(歯       2) 平29. 4. 1
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 208823-03587 医療法人サクラ会　天〒545-0053 06-6624-0270医療法人サクラ会　理奥山　義昭 平23. 7. 1歯   診療所
     王寺矯正歯科クリニッ大阪市阿倍野区松崎町二丁目３番常　勤:    2事長　奥山　義昭 組織変更 現存
     ク ５９号２階 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208923-03595 医療法人　星壽会　さ〒545-0053 06-7890-8211医療法人　星壽会　理元　基守（元原学） 平24. 1. 1歯   歯外 診療所
     くらデンタルクリニッ大阪市阿倍野区松崎町２丁目９番常　勤:    3事長　金　浩鐘 組織変更 現存
     ク ２５号あべの壱番館１階 (歯       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209023-03629 浅井歯科医院 〒545-0052 06-6622-0174浅井　達男 浅井　達男 平24. 4. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋５丁目３常　勤:    1 継承 現存
     番２８号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209123-03637 さんこうじ歯科クリニ〒545-0002 06-6719-0501三光寺　利彦 三光寺　利彦 平24. 5. 1歯   小歯 診療所
     ック 大阪市阿倍野区天王寺町南２丁目常　勤:    1 移転 現存
     ２３番２０号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209223-03645 キダ歯科医院 〒545-0021 06-6621-7676紀田　朋宏 紀田　朋宏 平24. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市阿倍野区阪南町５丁目４番常　勤:    1 移転 現存
     地１２号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209323-03652 慶元歯科クリニック 〒545-0011 06-6654-6480慶元　信彦 慶元　信彦 平24. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市阿倍野区昭和町５丁目１２常　勤:    2 新規 現存
     番１６号グレースコートシーダー(歯       2) 平24. 8. 1
     バレーⅢ３Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209423-03660 かおるデンタルクリニ〒545-0023 06-6626-6480山本　薰子 山本　薰子 平24.11. 1歯   小歯 診療所
     ック 大阪市阿倍野区王子町４丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ９２号 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209523-03678 長﨑歯科クリニック 〒545-0004 06-6629-8880長﨑　秀彦 長﨑　秀彦 平24.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市阿倍野区文の里３丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     １８号 (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209623-03686 岩村矯正歯科 〒545-0052 06-6627-5000岩村　博満 岩村　博満 平24.12. 1矯歯 診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋２－１－常　勤:    1 新規 現存
     ２９ＡＩＴビル６Ｆ (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209723-03694 みなと歯科 〒545-0034 06-6657-4678湊　万里子 湊　万里子 平25. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野元町２番８常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 209823-03710 医療法人白亜会　小室〒545-0052 06-6623-2401医療法人白亜会　理事小室　暁 平25. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科阿倍野診療所 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１常　勤:   10長　小室　暁 移転 現存
     番４３号 (歯      10) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209923-03728 大内歯科医院 〒545-0011 06-6624-1215大内　靖隆 大内　靖隆 平25.11.22歯   診療所
     大阪市阿倍野区昭和町３丁目７番常　勤:    1 継承 現存
     ５号 (歯       1) 平25.11.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210023-03744 医療法人侑恵会　まつ〒545-0021 06-6115-8384医療法人侑恵会　理事松村　新吾 平26. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     むら歯科 大阪市阿倍野区阪南町五丁目４番常　勤:    3長　松村　新吾 新規 現存
     ６号 (歯       3) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210123-03751 医療法人岡田会　ＡＫ〒545-0052 06-6628-1122医療法人岡田会　理事岡田　晃乃 平26. 6. 1歯   歯外 診療所
     Ｉデンタルクリニック大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目１常　勤:    3長　岡田　茂樹 新規 現存
     番４３号 (歯       3) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210223-03769 医療法人啓絋会　こま〒545-0021 06-6625-0567医療法人啓絋会　理事小松　啓之 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     つ歯科医院 大阪市阿倍野区阪南町１丁目５０常　勤:    1長　小松　啓之 組織変更 現存
     番１０号日栄ビル２階 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210323-03777 ところデンタルクリニ〒545-0021 06-6627-4618所　篤司 所　篤司 平26.10. 4歯   歯外 小歯診療所
     ック 大阪市阿倍野区阪南町１－８－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210423-03785 かました歯科 〒545-0052 06-6624-0767釜下　博行 釜下　博行 平26. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目３常　勤:    1 継承 現存
     番２０号木村ビル４Ｆ (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210523-03801 角倉歯科医院　天王寺〒545-0052 06-6633-6480角倉　毅 角倉　毅 平27. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５常　勤:    2 新規 現存
     番３６号アベノセンタービルＢ２(歯       2) 平27. 5. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210623-03850 医療法人明星会　松川〒545-0052 06-6627-8777医療法人明星会　理事松川　裕樹 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     デンタルオフィス 大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目３常　勤:    1長　松川　裕樹 組織変更 現存
     番２１号岸本ビル７階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 210723-03868 医療法人建真会　うえ〒545-0014 06-4700-8148医療法人建真会　理事上谷　智一 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     たに歯科クリニック 大阪市阿倍野区西田辺町一丁目１常　勤:    2長　上谷　智一 組織変更 現存
     番２０号ジョイ・コート家七Ｄ棟(歯       2) 平28. 1. 1
     １階 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210823-03884 医療法人優伸会　えが〒545-0021 06-6693-4618医療法人優伸会　理事江頭　伸行 平28. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     しら歯科 大阪市阿倍野区阪南町５丁目２３常　勤:    1長　江頭　伸行 移転 現存
     番１５号１０１号室 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210923-03892 宮野歯科医院 〒545-0022 06-6621-8132宮野　明実 宮野　明実 平28. 3. 1歯   診療所
     大阪市阿倍野区播磨町１丁目１番常　勤:    2 継承 現存
     ２６号 (歯       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211023-03918 医療法人　建真会　西〒545-0014 06-6695-6487医療法人建真会　理事小濱　直加 平28. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     田辺うえたに歯科クリ大阪市阿倍野区西田辺町一丁目１常　勤:    1長　上谷　智一 継承 現存
     ニック 番２４号ドエルレーベン・アネッ(歯       1) 平28. 4. 1
     クス地下１階 非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211123-03926 ひだまり歯科 〒545-0011 06-6626-0006当間　有依子 当間　有依子 平28. 7.12歯   小歯 歯外診療所
     大阪市阿倍野区昭和町二丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (歯       1) 平28. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211223-03942 おごう歯科 〒545-0021 06-6624-3060小郷　秀司 小郷　秀司 平28. 9.20歯   小歯 診療所
     大阪市阿倍野区阪南町二丁目２４常　勤:    1 移転 現存
     番２２号 (歯       1) 平28. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211323-03959 医療法人　きずな歯科〒545-0023 06-6626-4528医療法人きずな歯科医西側　泰正 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     医院 大阪市阿倍野区王子町一丁目１１常　勤:    1院　理事長　西側　泰 組織変更 現存
     番２６号 (歯       1)正 平29. 3. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211423-03967 医療法人　真歯会　寺〒545-0001 06-6713-8241医療法人　真歯会　理萬代　聡司 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     田町ファミリー歯科 大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目常　勤:    1事長　平川　俊秀 継承 現存
     １番８号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211523-03975 医療法人　佐々木歯科〒545-0005 06-6623-0648医療法人佐々木歯科医佐々木　光諒 平29.10.10歯   小歯 歯外診療所
     医院 大阪市阿倍野区三明町一丁目１４常　勤:    2院　理事長　佐々木　 移転 現存
     番１７号ベアメナージュ１階 (歯       2)光諒 平29.10.10
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 211623-03983 ひらやま歯科クリニッ〒545-0004 06-7638-1212平山　武 平山　武 平29.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市阿倍野区文の里２丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     番２１号ジョイフル文の里１０１(歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211723-03991 いわい歯科医院 〒545-0053 06-6654-4182岩井　仁寿 岩井　仁寿 平30. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市阿倍野区松崎町４丁目４番常　勤:    2 新規 現存
     ２２号翡翠マンション１０２号 (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211823-04007 コハルデンタルクリニ〒545-0021 06-6628-8211松田　敏明 松田　敏明 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 大阪市阿倍野区阪南町１丁目２５常　勤:    1 新規 現存
     番３１号リーベル文の里１０１号(歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211923-04015 くしま矯正歯科 〒545-0011 06-6628-8148久島　和彦 久島　和彦 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市阿倍野区昭和町１丁目２１常　勤:    2 継承 現存
     番２２号徳山ビル４階 (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212024-00078 寺嶋歯科医院 〒573-0032 072-841-2370寺嶋　三郎 寺嶋　三郎 昭32.10. 1歯   診療所
     枚方市岡東町１５番２０号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212124-00581 芦田歯科医院 〒573-0064 072-832-1118芦田　清 芦田　清 昭43.11. 1歯   診療所
     枚方市北中振三丁目２３番２号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212224-00680 歯科宮本医院 〒573-1111 072-857-2933宮本　長則 宮本　長則 昭46. 2. 1歯   診療所
     枚方市大字楠葉朝日二丁目５番１常　勤:    1 現存
     ０号 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212324-00763 南歯科医院 〒573-1191 072-844-4124南　友広 南　友広 昭46.11. 1歯   診療所
     枚方市新町一丁目２番２号枚方土常　勤:    2 現存
     地ビル２階 (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212424-00789 大谷歯科医院 〒573-1182 072-847-7674大谷　 幸 大谷　 幸 昭47. 1. 1歯   診療所
     枚方市御殿山町５番３２号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212524-00862 福原歯科医院 〒573-0105 072-858-0065福原　幹二 福原　幹二 昭47. 8. 1歯   診療所
     枚方市長尾東町一丁目３０番１５常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 212624-00896 森本歯科医院 〒573-0058 072-843-1013森本　匡胤 森本　匡胤 昭47.11. 1歯   診療所
     枚方市伊加賀東町２番４１号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212724-00920 乃村歯科医院 〒573-0151 072-855-5517乃村　浩嗣 乃村　浩嗣 昭48. 1. 1歯   診療所
     枚方市藤阪北町１９番１０号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212824-01142 樋下歯科医院 〒573-1182 072-849-1293樋下　宗八 樋下　宗八 昭51. 5. 1歯   診療所
     枚方市御殿山町１－１　３Ｆ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212924-01167 藤田歯科医院 〒573-1141 072-856-3083藤田　義夫 藤田　義夫 昭51. 7. 1歯   診療所
     枚方市養父西町７－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213024-01175 宮内歯科医院 〒573-1158 072-855-4195宮内　茂 宮内　茂 昭51. 9. 1歯   診療所
     枚方市北片鉾町１４－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213124-01183 斉藤歯科 〒573-0032 072-844-4928紀本　哲 紀本　哲 昭51.10. 1歯   小歯 診療所
     枚方市岡東町１２ひらかたサンプ常　勤:    3 現存
     ラザ３号棟１階 (歯       3) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213224-01217 楠歯科医院 〒573-1155 072-850-0648楠　正仁 楠　正仁 昭52. 4. 1歯   診療所
     枚方市招提南町３－１０－１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213324-01266 御領歯科 〒573-0025 072-846-4038御領　壽子 御領　壽子 昭53. 3. 1歯   診療所
     枚方市西田宮町２番１６号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213424-01308 喜多歯科医院 〒573-1118 072-857-3121喜多　敏美 喜多　敏美 昭53. 6. 1歯   診療所
     枚方市楠葉並木二丁目２８番１７常　勤:    1 現存
     号大東ビル２階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213524-01332 善入歯科医院 〒573-1107 072-850-8066善入　敏子 善入　敏子 昭53.10. 1歯   診療所
     枚方市楠葉中町４５番１号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 213624-01365 北野歯科医院 〒573-0163 072-868-2003北野　純夫 北野　純夫 昭54. 2. 1歯   診療所
     枚方市長尾元町５－１０－６　村常　勤:    1 現存
     田ビル (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213724-01399 林歯科医院 〒573-0076 072-845-1182林　良太郎 林　良太郎 昭54. 5. 1歯   小歯 診療所
     枚方市東香里元町２９－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213824-01415 平井歯科医院 〒573-0048 072-846-8841平井　順二 平井　順二 昭54. 7. 1歯   診療所
     枚方市山之上西町３１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213924-01431 曽川歯科診療所 〒573-0163 072-868-3601曽川　清志 曽川　清志 昭54.10. 1歯   診療所
     枚方市長尾元町五丁目２０番１８常　勤:    1 現存
     号長尾スーパービル３階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214024-01472 大野歯科医院 〒573-0031 072-841-2436大野　榮 大野　榮 昭55. 5. 1歯   診療所
     枚方市岡本町２番２３号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214124-01498 中山歯科医院 〒573-1146 072-868-3322中山　文雄 中山　文雄 昭55.12. 1歯   診療所
     枚方市牧野阪一丁目１２番１３号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214224-01506 近藤歯科医院 〒573-0073 072-853-2896近藤　富美子 近藤　富美子 昭56. 3. 1歯   診療所
     枚方市高田二丁目１３番１号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214324-01514 江口歯科医院 〒573-1142 072-855-6480江口　宗昭 江口　宗昭 昭56. 3. 1歯   診療所
     枚方市牧野下島町１番１３号牧野常　勤:    1 現存
     グランドビル２０５号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214424-01571 中野歯科医院 〒573-0102 072-868-1182中野　文隆 中野　文隆 昭57. 1. 1歯   小歯 診療所
     枚方市長尾家具町二丁目１５番２常　勤:    1 新規 現存
     号家具町ハイツ１階１１０号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214524-01597 三木歯科医院 〒573-1105 072-856-7878三木　彰 三木　彰 昭57. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     枚方市南楠葉１丁目６番８号プレ常　勤:    2 移転 歯外 現存
     ザントハウス　３Ｆ (歯       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 214624-01605 市岡歯科医院 〒573-0093 072-833-0505市岡　暁 市岡　暁 昭57. 5. 1歯   小歯 診療所
     枚方市東中振１－６５－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214724-01621 平林歯科医院 〒573-1167 072-849-1910平林　勝 平林　勝 昭57. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     枚方市甲斐田町１４－２５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214824-01639 光井歯科診療所 〒573-0058 072-841-2093光井　了 光井　了 昭57. 8. 1歯   診療所
     枚方市伊加賀東町１－５ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214924-01647 野々村小児歯科クリニ〒573-1121 072-855-0810野々村　榮二 野々村　榮二 昭57.11. 1歯   小歯 診療所
     ック 枚方市楠葉花園町１２番１号日本常　勤:    1 新規 現存
     生命ビル２階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215024-01670 野口歯科医院 〒573-0064 072-833-1560野口　芳彦 野口　芳彦 昭58. 1. 1歯   診療所
     枚方市北中振四丁目８番１５号友常　勤:    1 新規 現存
     田ビル２階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215124-01688 南歯科医院 〒573-0032 072-846-3227南　唯 南　唯 昭57.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     枚方市岡東町２２番５号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215224-01860 矢谷歯科医院 〒573-1115 072-867-0648矢谷　尚久 矢谷　尚久 昭60. 4. 1歯   診療所
     枚方市東船橋１－１８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215324-01886 熊本歯科医院 〒573-0081 072-852-6002熊本　雄之 熊本　雄之 昭60. 5. 1歯   小歯 診療所
     枚方市釈尊寺町３２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215424-01910 林歯科医院 〒573-1146 072-857-7144林　明雄 林　明雄 昭60. 7. 1歯   診療所
     枚方市牧野阪２－７－１６ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215524-01928 桜井歯科医院 〒573-0057 072-844-4664桜井　敬丈 桜井　敬丈 昭60. 9. 1歯   診療所
     枚方市堤町３番７号木南ビル２０常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 215624-01969 北川歯科医院 〒573-0145 072-859-3232北川　敏夫 北川　敏夫 昭61. 7. 1歯   診療所
     枚方市大峰南町１５番２６号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215724-01977 ウエバ歯科医院 〒573-0027 072-841-3000上羽　博嗣 上羽　博嗣 昭61. 8. 1歯   診療所
     枚方市大垣内町二丁目８番８号マ常　勤:    1 新規 現存
     イティビル３階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215824-02009 石原歯科・矯正歯科 〒573-1149 072-855-8111石原　健也 石原　健也 昭62. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市牧野北町７番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215924-02025 岩崎歯科医院 〒573-1135 072-856-2200岩崎　肇司 岩崎　肇司 昭62. 3. 1歯   診療所
     枚方市招提平野町８番３８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216024-02066 陰山歯科医院 〒573-0034 072-841-2096陰山　惠三 陰山　惠三 昭62. 7. 4歯   診療所
     枚方市岡山手町５番１８号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 7. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216124-02074 太田歯科医院 〒573-0125 072-858-0418太田　文久 太田　文久 昭62. 9. 1歯   診療所
     枚方市津田駅前一丁目２５番３号常　勤:    2 新規 現存
     サンビアンテビル２階 (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216224-02082 藤川歯科医院 〒573-0162 072-868-7525藤川　智 藤川　智 昭62. 9. 1歯   診療所
     枚方市長尾西町二丁目１４番３１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216324-02140 まつもと歯科医院 〒573-1107 072-856-8148松本　正樹 松本　正樹 昭62.12. 1歯   小歯 診療所
     枚方市楠葉中町３７番１２号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216424-02157 にのまる歯科 〒573-0031 072-844-2000二ノ丸　直基 二ノ丸　直基 昭63. 4. 1歯   診療所
     枚方市岡本町１１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216524-02173 岡歯科医院 〒573-1165 072-840-2608岡　重人 岡　重人 昭63.10. 1歯   診療所
     枚方市都丘町１２番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
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 216624-02199 夏見歯科医院 〒573-1106 072-855-0259夏見　浩子 夏見　浩子 平元. 2. 1歯   診療所
     枚方市町楠葉一丁目４番５号愛染常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216724-02207 山本歯科医院 〒573-1146 072-857-8007山本　信博 山本　信博 平元. 3. 1歯   小歯 診療所
     枚方市牧野阪三丁目６番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216824-02223 玉井歯科医院 〒573-1197 072-848-0463玉井　佳次 玉井　佳次 平元. 6. 1歯   診療所
     枚方市禁野本町一丁目１８番９号常　勤:    1 新規 現存
     玉井ビル２階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216924-02249 はいはら歯科 〒573-1118 072-851-7960灰原　幸男 灰原　幸男 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     枚方市楠葉並木二丁目２２番１号常　勤:    1 新規 現存
     樟葉ビル５階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217024-02256 山田歯科医院 〒573-0164 072-867-4182山田　裕 山田　裕 平元. 8. 1歯   診療所
     枚方市長尾谷町三丁目１１番１号常　勤:    1 新規 現存
     ブルーレイク長尾２階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217124-02264 医療法人　本多歯科 〒573-0022 072-847-8241医療法人　本多歯科　本多　弘明 平元. 7. 1歯   診療所
     枚方市宮之阪二丁目１番５号 常　勤:    4理事長　本多　弘明 組織変更 現存
     (歯       4) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217224-02280 医療法人　小北歯科 〒573-0027 072-845-0010医療法人　小北歯科　小北　一成 平 2. 1. 1歯   小歯 診療所
     枚方市大垣内町二丁目７番１６号常　勤:    4理事長　小北　一成 組織変更 現存
     小北ビル１階 (歯       4) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217324-02298 岡田歯科医院 〒573-0122 072-858-8118岡田　隆 岡田　隆 平 2. 3. 1歯   診療所
     枚方市津田東町三丁目２６番７号常　勤:    1 新規 現存
     国際グランドハイツ１０１ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217424-02306 小西歯科医院 〒573-0015 072-840-8524小西　亘 小西　亘 平 2. 4. 1歯   小歯 診療所
     枚方市村野東町４４番２号グリー常　勤:    1 新規 現存
     ンプラザ１０１号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217524-02314 佐多歯科医院 〒573-0152 072-851-6403佐多　真一郎 佐多　真一郎 平 2. 4. 1歯   診療所
     枚方市藤阪中町１１番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 217624-02322 水野歯科医院 〒573-0027 072-841-5770水野　みどり 水野　みどり 平 2. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     枚方市大垣内町一丁目１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217724-02363 中川歯科医院 〒573-1195 072-840-2736中川　恒夫 中川　恒夫 平 2.10. 1歯   診療所
     枚方市中宮東之町１７番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217824-02371 岩崎歯科クリニック 〒573-1141 072-850-9000岩崎　克也 岩崎　克也 平 3. 4. 1歯   診療所
     枚方市養父西町２２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217924-02389 三上歯科クリニック 〒573-0076 072-854-6480三上　淑子 三上　淑子 平 3. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市東香里元町１３－１０ 常　勤:    3 新規 矯歯 現存
     (歯       3) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218024-02405 ながた歯科医院 〒573-0022 072-848-0877長田　聡 長田　聡 平 3. 8. 1歯   小歯 診療所
     枚方市宮之阪二丁目１７番１号ハ常　勤:    1 新規 現存
     ーベスト藤井１階 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218124-02421 奥田歯科医院 〒573-0126 072-859-0778奥田　裕久 奥田　裕久 平 3.11. 1歯   診療所
     枚方市津田西町二丁目３３番５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218224-02439 銭谷歯科医院 〒573-0017 072-849-3345銭谷　正和 銭谷　正和 平 3. 9.24歯   診療所
     枚方市印田町３９－２０ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平24. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218324-02470 辻坂歯科医院 〒573-0064 072-832-8886辻坂　智矢 辻坂　智矢 平 4. 4. 1歯   診療所
     枚方市北中振３－２１－２　光善常　勤:    2 新規 現存
     寺駅前ビル２階 (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218424-02496 キタ歯科 〒573-0013 072-848-2551喜田　昌和 喜田　昌和 平 4. 4. 1歯   診療所
     枚方市星丘３－２３－１４　エン常　勤:    1 新規 現存
     ジェリ星丘１階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218524-02520 医療法人　おがわ歯科〒573-1115 072-851-8888医療法人　おがわ歯科尾川　善信 平 4. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     枚方市東船橋１番５９号三幸高山常　勤:    2　理事長　尾川　善信 組織変更 現存
     ビル１階 (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 218624-02546 熊坂歯科医院 〒573-1118 072-856-6949熊坂　悦伸 熊坂　悦伸 平 4. 9. 1歯   診療所
     枚方市楠葉並木一丁目３７番５号常　勤:    1 新規 現存
     柴野ハイツ２階２０３号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218724-02561 医療法人センヤ会　セ〒573-0074 072-852-5008医療法人センヤ会　理泉谷　剛行 平 5. 1. 1歯   診療所
     ンヤ歯科医院 枚方市東香里南町２５番１３号 常　勤:    2事長　泉谷　剛行 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218824-02587 長谷歯科医院 〒573-0016 072-898-3345長谷　晋吾 長谷　晋吾 平 5. 4. 1歯   診療所
     枚方市村野本町１４番３３－１１常　勤:    1 新規 現存
     ・１２ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218924-02645 おおぬき歯科 〒573-0046 072-854-3401大抜　正弘 大抜　正弘 平 6. 1. 1歯   小歯 診療所
     枚方市宮之下町１７番３８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219024-02660 井上歯科医院 〒573-0083 072-854-3319井上　努 井上　努 平 6. 5. 1歯   診療所
     枚方市茄子作北町１１－２８杉野常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階１０１号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219124-02694 医療法人　川野歯科医〒573-0075 072-845-2722医療法人川野歯科医院川野　敏樹 平 6. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 枚方市東香里２－１－２１ 常　勤:    2　理事長　川野　敏樹 組織変更 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219224-02702 植木歯科医院 〒573-0032 072-844-6701植木　佳代子 植木　佳代子 平 7. 1. 1歯   診療所
     枚方市岡東町１２－１－４０７ 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219324-02710 医療法人中田会　よし〒573-0082 072-852-8128医療法人中田会よした中田　正之 平 7. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     たか歯科 枚方市茄子作東町２６番１８号 常　勤:    1か歯科　理事長　中田 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)　正之 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219424-02728 四宮歯科クリニック 〒573-0064 072-831-4555四宮　久靖 四宮　久靖 平 7. 4. 1歯   診療所
     枚方市北中振一丁目１０番２１号常　勤:    1 新規 現存
     グリーンビル光善寺１階１０１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219524-02736 江頭歯科医院 〒573-0084 072-853-2666江頭　洋史 江頭　洋史 平 7. 5. 1歯   診療所
     枚方市香里ケ丘四丁目８番２号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
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 219624-02769 医療法人　清真会歯科〒573-0065 072-834-6407医療法人清真会　理事松木　香 平 7.10. 1歯   診療所
     診療所分院 枚方市出口四丁目２６番１号アサ常　勤:    1長　樋口　真弘 組織変更 現存
     ンテ出口ビル２階 (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219724-02777 寺本歯科医院 〒573-0134 072-858-7575寺本　和生 寺本　和生 平 8. 3. 1歯   小歯 診療所
     枚方市春日東町二丁目３０番２１常　勤:    1 新規 現存
     号エル・クルーセ１階　１０２号(歯       1) 平29. 3. 1
     室・１０３号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219824-02785 干潟歯科医院 〒573-0032 072-844-7200藥師寺　美砂子 藥師寺　美砂子 平 8. 2. 1歯   小歯 診療所
     枚方市岡東町１１番１２号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219924-02801 しのはら歯科医院 〒573-0026 072-841-8020篠原　真理 篠原　真理 平 8. 9. 1歯   診療所
     枚方市朝日丘町４番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220024-02835 肥田歯科医院 〒573-1122 072-867-8461柴田　朝美 柴田　朝美 平 8.12. 1歯   小歯 診療所
     枚方市西船橋二丁目５３番８号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220124-02868 うえば歯科医院 〒573-1142 072-866-1678上羽　徹弥 上羽　徹弥 平 9. 5. 1歯   診療所
     枚方市牧野下島町１４－１１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220224-02876 松原矯正歯科 〒573-0086 072-831-8881松原　進 松原　進 平 9. 5. 1矯歯 診療所
     枚方市香里園町９番２１号一光ビ常　勤:    2 新規 現存
     ル３階 (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220324-02884 南歯科クリニック 〒573-0144 072-858-7102南　吉貴 南　吉貴 平 9. 5. 1歯   小歯 診療所
     枚方市野村中町４６ー１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220424-02892 医療法人育歯会　フカ〒573-0032 072-841-6171医療法人育歯会フカオ深尾　正 平10. 1. 1小歯 歯   矯歯診療所
     オ歯科クリニック 枚方市岡東町１４番４４号井田ビ常　勤:    1歯科クリニック　理事 組織変更 現存
     ル２階 (歯       1)長　深尾　正 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220524-02918 ふくはら歯科 〒573-1135 072-864-3500福原　善司 福原　善司 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     枚方市招提平野町２番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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 220624-02926 いまなか歯科 〒573-1146 072-857-6919今中　章太郎 今中　章太郎 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     枚方市牧野阪二丁目３番１９－１常　勤:    1 新規 現存
     ０２号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220724-02934 多田歯科医院 〒573-0163 072-867-9997多田　一雄 多田　一雄 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     枚方市長尾元町六丁目１番６号エ常　勤:    1 新規 現存
     クセルながお２階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220824-02983 木村歯科医院 〒573-0032 072-861-7788木村　拓郎 木村　拓郎 平11. 6. 1歯   歯外 矯歯診療所
     枚方市岡東町１７番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220924-03007 浜口歯科医院 〒573-1181 072-847-3530濵口　隆治 濵口　隆治 平11. 5. 1歯   診療所
     枚方市渚本町５番２４号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221024-03023 やまわき歯科医院 〒573-0065 072-834-5151山脇　健史 山脇　健史 平11.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     枚方市出口二丁目１４番５号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221124-03031 医療法人成齔会　木村〒573-1135 072-856-8226医療法人　成齔会　木木村　憲司 平12. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 枚方市招提平野町８番３６号 常　勤:    2村歯科　理事長　木村 組織変更 現存
     (歯       2)　憲司 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221224-03049 まつざき歯科クリニッ〒573-0171 072-836-0077松﨑　大助 松﨑　大助 平12. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 枚方市北山一丁目６８番６号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221324-03072 かどかわ歯科医院 〒573-0007 072-890-0800門川　雅人 門川　雅人 平12. 8. 1歯   診療所
     枚方市堂山一丁目１０番１５号ア常　勤:    1 新規 現存
     クシス堂山Ⅱ１０１号室 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221424-03080 おがた歯科 〒573-0081 072-852-1456緒方　彰 緒方　彰 平12. 9. 1歯   診療所
     枚方市釈尊寺町２５－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221524-03098 芦原歯科医院 〒573-0013 072-840-7821芦原　省吾 芦原　省吾 平12. 8. 1歯   診療所
     枚方市星丘二丁目１４番２２号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 221624-03163 たかはま歯科医院 〒573-0125 072-896-1180髙濱　勉 髙濱　勉 平13. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     枚方市津田駅前二丁目１７番地１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     号１０８号室 (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221724-03171 ふじた歯科医院 〒573-0165 072-868-8390藤田　康人 藤田　康人 平13. 5. 7歯   小歯 診療所
     枚方市山田池東町１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 7
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221824-03189 桑原歯科医院 〒573-1178 072-840-1215桑原　外喜 桑原　外喜 平13. 7. 1歯   診療所
     枚方市渚西一丁目１７番７ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221924-03197 医療法人　なかにし歯〒573-0113 072-896-0008医療法人　なかにし歯中西　幸生 平13. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     科医院 枚方市宗谷一丁目１１０５番地 常　勤:    1科医院　理事長　中西 組織変更 現存
     (歯       1)　幸生 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222024-03205 山口歯科クリニック 〒573-0093 072-834-2045山口　智也 山口　智也 平13.10. 1歯   診療所
     枚方市東中振二丁目１１番１２号常　勤:    1 新規 現存
     ローズマンション’８８　１階 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222124-03213 おきむら歯科 〒573-0005 072-805-4618沖村　真 沖村　真 平13.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     枚方市池之宮二丁目６番１１号ル常　勤:    1 新規 現存
     ミエール池之宮１階１０１号 (歯       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222224-03221 渡辺歯科医院 〒573-1183 072-840-0565渡辺　正律 渡辺　正律 平13.10. 1歯   診療所
     枚方市渚南町２４番３３号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222324-03239 かみやま歯科医院 〒573-1105 072-836-7751神山　伸一 神山　伸一 平13.12. 1歯   小歯 診療所
     枚方市南楠葉一丁目３番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222424-03247 医療法人　村上歯科ク〒573-1118 072-855-9966医療法人　村上歯科ク村上　博義 平14. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 枚方市楠葉並木二丁目２番４１号常　勤:    1リニック　理事長　村 組織変更 歯外 現存
     レスポワール楠葉並木１０１号 (歯       1)上　博義 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222524-03254 いしまる歯科 〒573-1192 072-805-6480石丸　友久 石丸　友久 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     枚方市西禁野一丁目４番４号１０常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平26. 4. 1
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 222624-03262 秋山歯科クリニック 〒573-0064 072-835-4051秋山　武彦 秋山　武彦 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     枚方市北中振三丁目２０番３６号常　勤:    1 新規 現存
     秋山ビル１階 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222724-03270 原歯科 〒573-0066 072-841-6480原　久永 原　久永 平14. 5. 1歯   矯歯 歯外診療所
     枚方市伊加賀西町３２番６０号 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222824-03296 村上歯科医院 〒573-0013 072-848-8241村上　卓 村上　卓 平14. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     枚方市星丘三丁目４番１１号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222924-03304 いわた歯科医院 〒573-0066 072-843-8115岩田　雅一 岩田　雅一 平14. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市伊加賀西町７８番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223024-03312 医療法人　中西歯科医〒573-0046 072-853-1500医療法人　中西歯科医中西　健裕 平14. 9. 9歯   小歯 診療所
     院 枚方市宮之下町１４－１３ 常　勤:    1院　理事長　中西　健 移転 現存
     (歯       1)裕 平26. 9. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223124-03346 はだ歯科口腔外科医院〒573-1102 072-809-0181秦　光明 秦　光明 平15. 1. 1歯外 歯   小歯診療所
     枚方市北楠葉町１７番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223224-03353 北村歯科医院津田クリ〒573-0126 072-897-6480北村　浩二 北村　浩二 平15. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 枚方市津田西町一丁目１０番３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223324-03379 福地歯科医院 〒573-1142 072-867-6545福地　康生 福地　康生 平15. 3. 1歯   小歯 診療所
     枚方市牧野下島町１番８号トウセ常　勤:    1 新規 現存
     ンマキノビル４階 (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223424-03395 田中歯科 〒573-0125 072-897-6474田中　卓 田中　卓 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     枚方市津田駅前一丁目１６番１号常　勤:    1 新規 現存
     Ｍ’プラザ１０番館　１０１，１(歯       1) 平27. 5. 1
     ０２号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223524-03429 福田歯科医院 〒573-1162 072-840-0662福田　敬 福田　敬 平15. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市田口二丁目１番５号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 223624-03437 くぼ歯科クリニック 〒573-0022 072-840-5651久保　尚広 久保　尚広 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     枚方市宮之阪一丁目９番地３６号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223724-03478 増田歯科医院 〒573-1118 072-851-0185増田　朗 増田　朗 平15.12. 1歯   診療所
     枚方市楠葉並木一丁目１０番３号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223824-03486 かとう歯科 〒573-1164 072-848-9288加藤　嘉昌 加藤　嘉昌 平16. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市須山町１８番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223924-03510 おくむら歯科医院 〒573-0153 072-858-0003奥村　恒己 奥村　恒己 平16. 8. 1歯   小歯 診療所
     枚方市藤阪東町三丁目５番２７号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224024-03528 医療法人　宮園歯科医〒573-1164 072-848-1105医療法人宮園歯科医院宮園　和則 平16. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 枚方市須山町２７番１０号 常　勤:    1　理事長　宮園　和則 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224124-03536 やまざき歯科医院 〒573-1105 072-836-8241山﨑　彰久 山﨑　彰久 平16. 9. 1歯   小歯 診療所
     枚方市南楠葉一丁目５４番９号佐常　勤:    1 新規 現存
     野貸店舗１階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224224-03544 ますい歯科クリニック〒573-1112 072-868-3999桝井　哲也 桝井　哲也 平16.10. 1歯   小歯 診療所
     枚方市楠葉美咲三丁目２０番２３常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224324-03551 小山歯科 〒573-0151 072-851-0735小山　賢一 小山　賢一 平17. 1. 1歯   診療所
     枚方市藤阪北町２０番２０号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224424-03577 まつうら歯科 〒573-1178 072-805-5222松浦　賢成 松浦　賢成 平17. 6. 1歯   小歯 診療所
     枚方市渚西二丁目３２番６号　レ常　勤:    1 新規 現存
     ジデンス松栄Ⅰ１０３号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224524-03585 辻村矯正歯科 〒573-0031 072-804-0418辻村　高行 辻村　高行 平17. 7. 1矯歯 診療所
     枚方市岡本町３番４号　エヌズス常　勤:    1 新規 現存
     クエア３階 (歯       1) 平29. 7. 1
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 224624-03593 蔦田歯科医院 〒573-1105 072-850-6876蔦田　富正 蔦田　富正 平17. 6. 1歯   診療所
     枚方市南楠葉一丁目１番３７号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224724-03627 富田歯科医院 〒573-0022 072-849-0248冨田　直希 冨田　直希 平17.11. 1歯   診療所
     枚方市宮之阪三丁目１番３０号宮常　勤:    1 継承 現存
     之阪ビル２階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224824-03643 和田歯科医院 〒573-0064 072-832-5067和田　一彦 和田　一彦 平18. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     枚方市北中振三丁目２０番２８号常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224924-03650 歯科ひがしうら 〒573-0086 072-837-1182東浦　浩太 東浦　浩太 平18. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市香里園町１２番９１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225024-03692 宮腰歯科医院 〒573-0084 090-33531247宮腰　正基 宮腰　正基 平19. 6. 1歯   歯外 診療所
     枚方市香里ケ丘十二丁目２３番５常　勤:    1 新規 現存
     号香里大西第３ビル１階 (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225124-03718 堤歯科医院 〒573-0084 072-853-0771堤　秀元 堤　秀元 平19. 5.11歯   小歯 診療所
     枚方市香里ケ丘八丁目２１番１０常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平25. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225224-03734 医療法人　むかい歯科〒573-0011 072-847-6480医療法人むかい歯科　向井　竜也 平19. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市中宮山戸町１５番５３号 常　勤:    1理事長　向井　竜也 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225324-03742 医療法人　深井矯正歯〒573-1106 072-864-6435医療法人深井矯正歯科深井　統久 平19. 7. 1矯歯 診療所
     科クリニック 枚方市町楠葉一丁目４番８号シャ常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ルム橋内ビル３・４・５階 (歯       1)深井　統久 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225424-03759 宮﨑歯科 〒573-1144 072-856-4884宮﨑　真一郎 宮﨑　真一郎 平19.10. 1歯   診療所
     枚方市牧野本町一丁目２０番１７常　勤:    2 継承 現存
     号 (歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225524-03767 デンタルクリニック　〒573-0021 072-805-3220今堀　智子 今堀　智子 平20. 1. 1歯   小歯 診療所
     イマホリ 枚方市中宮西之町２４－１８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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 225624-03791 川端歯科医院 〒573-0022 072-898-6333川端　良明 川端　良明 平20. 6. 1歯   診療所
     枚方市宮之阪三丁目６番３１号宮常　勤:    1 新規 現存
     之阪駅前ビル３階 (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225724-03809 木崎歯科クリニック 〒573-1121 072-851-0418木﨑　正和 木﨑　正和 平20. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市楠葉花園町１１番３号ファ常　勤:    1 新規 現存
     インシティくずは２０１ (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225824-03817 医療法人慧香会　谷歯〒573-0084 072-835-5777医療法人慧香会　理事谷　昌樹 平20. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     科医院 枚方市香里ヶ丘十丁目３４６３番常　勤:    1長　谷　昌樹 組織変更 現存
     １８号 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225924-03825 やまがた歯科 〒573-0084 072-854-1181山形　嘉明 山形　嘉明 平20. 8. 1歯   診療所
     枚方市香里ヶ丘二丁目１番６号ト常　勤:    2 移転 現存
     ップワールド香里ヶ丘２階 (歯       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226024-03833 しおたに歯科クリニッ〒573-0036 072-844-0800塩谷　洋史 塩谷　洋史 平21. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 枚方市伊加賀北町７番５２－４０常　勤:    1 新規 現存
     １号クオ－レ枚方公園４階 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226124-03841 有地歯科医院 〒573-1144 072-857-7451有地　望 有地　望 平21. 1. 1歯   診療所
     枚方市牧野本町一丁目２８番１７常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226224-03866 神田歯科医院 〒573-1152 072-857-7158神田　正昭 神田　正昭 平21. 6. 1歯   診療所
     枚方市招提中町二丁目２７番２３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226324-03882 せがわ歯科医院 〒573-0093 072-831-8241瀬川　篤典 瀬川　篤典 平21. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市東中振一丁目７番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226424-03890 やまざき歯科 〒573-0093 072-812-2518山崎　智久 山崎　智久 平21. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市東中振二丁目８番２５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 226524-03916 ひがき歯科クリニック〒573-1182 072-898-8090日垣　孝一 日垣　孝一 平21.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市御殿山町１６番地１号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226624-03924 もりかわ歯科医院 〒573-1118 072-856-7555森川　章郎 森川　章郎 平21.10. 1歯   診療所
     枚方市楠葉並木二丁目１２番３号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226724-03940 ミヤケ歯科医院 〒573-0084 072-853-3600三宅　一生 三宅　一生 平21.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市香里ケ丘四丁目２番３号－常　勤:    1 新規 現存
     １０１ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226824-03957 医療法人　こうろ歯科〒573-0023 072-804-0118医療法人こうろ歯科　紅露　吉浩 平22. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市東田宮一丁目１１番３０号常　勤:    1理事長　紅露　吉浩 組織変更 現存
     田中ビル１０２号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226924-03965 山羽歯科クリニック 〒573-1105 072-864-1800山羽　治 山羽　治 平22. 2. 1歯   小歯 診療所
     枚方市南楠葉一丁目２６番２号大常　勤:    1 新規 現存
     京ビル１階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227024-03973 医療法人明愛会　きた〒573-0046 072-860-0118医療法人明愛会　理事北山　明子 平22. 4. 1歯   小歯 診療所
     やま歯科クリニック 枚方市宮之下町７番５号オクヨシ常　勤:    1長　北山　等 新規 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227124-03981 医療法人謙信会　おお〒573-0032 072-841-4182医療法人謙信会　理事大西　伸尚 平22. 4. 1歯   小歯 診療所
     にし歯科クリニック 枚方市岡東町１３番２２号ウィス常　勤:    1長　中岡　俊智 新規 現存
     テリア枚方ビル３階 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227224-03999 さかた歯科クリニック〒573-0017 072-380-5167坂田　育子 坂田　育子 平22. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市印田町９番３８号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227324-04005 永田歯科医院 〒573-0022 072-849-0776永田　清 永田　清 平22. 6. 1歯   診療所
     枚方市宮之阪三丁目３番３号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 227424-04013 いけだ歯科 〒573-0163 072-866-8833池田　寛 池田　寛 平22. 9. 1歯   小歯 診療所
     枚方市長尾元町一丁目３３番１３常　勤:    1 新規 現存
     号グリーンハイツ弐番館１０１号(歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227524-04021 医療法人　河津歯科医〒573-0021 072-840-3114医療法人　河津歯科医河津　正文 平22. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 枚方市中宮西之町１番５号 常　勤:    4院　理事長　河津　正 移転 現存
     (歯       4)文 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227624-04039 さかい歯科 〒573-1194 072-890-6480酒井　志郎 酒井　志郎 平22.12. 1歯   小歯 診療所
     枚方市中宮北町二丁目２２番 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227724-04047 医療法人明誠会　やま〒573-0127 072-859-6464医療法人明誠会　理事山本　 慈 平23. 1. 1歯   小歯 診療所
     もと歯科　津田歯科診枚方市津田元町一丁目１５番５号常　勤:    1長　山本　 慈 組織変更 現存
     療所 アルコーブ岡本１階 (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227824-04054 紺田歯科医院 〒573-0031 072-841-5053紺田　敏之 紺田　敏之 平23. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     枚方市岡本町４番２３号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227924-04062 まつき歯科クリニック〒573-0084 072-852-3900松木　直人 松木　直人 平23. 3. 1歯   小歯 診療所
     枚方市香里ヶ丘三丁目１１番１号常　勤:    1 新規 現存
     ＣＯＮＯＢＡ香里ヶ丘　Ｂ棟２１(歯       1) 平29. 3. 1
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228024-04070 山本歯科 〒573-1111 072-866-4181山本　悦司 山本　悦司 平23. 2. 1歯   小歯 診療所
     枚方市楠葉朝日三丁目１番１０号常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228124-04096 医療法人　たかぎ歯科〒573-1121 072-855-4618医療法人たかぎ歯科ク髙木　一徳 平23. 5. 1歯   診療所
     クリニック 枚方市楠葉花園町１５番１号くず常　勤:    1リニック　理事長　髙 移転 現存
     はモール本館１２１ (歯       1)木　一徳 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228224-04104 くろの歯科 〒573-0163 072-867-6480黒野　弘久 黒野　弘久 平23.12. 1歯   小歯 診療所
     枚方市長尾元町一丁目３３番３３常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 228324-04112 今井歯科医院 〒573-1103 072-851-5468今井　英貴 今井　英貴 平23.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市楠葉野田３丁目７番４号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228424-04120 寺井歯科医院 〒573-1192 072-380-7369寺井　彰子 寺井　彰子 平24. 4. 5歯   小歯 歯外診療所
     枚方市西禁野２丁目５番２４エル常　勤:    1 新規 現存
     ロード有馬１０１号 (歯       1) 平30. 4. 5
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228524-04138 大塚歯科医院 〒573-0106 072-858-8707大塚　直 大塚　直 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市長尾台２丁目３番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228624-04146 医療法人　博成会　き〒573-1162 072-845-4563医療法人　博成会　理北村　篤史 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     たむら歯科医院 枚方市田口一丁目１０番３９号 常　勤:    2事長　北村　篤史 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228724-04153 たかはし歯科クリニッ〒573-0127 072-845-6761髙橋　秀明 髙橋　秀明 平24. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 枚方市津田元町一丁目８番３号Ｔ常　勤:    1 新規 現存
     ＡＫＡＨＡＳＨＩビル２階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228824-04161 かなもり歯科クリニッ〒573-0032 072-846-2237金森　市朗 金森　市朗 平24. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 枚方市岡東町１２番１－４０１号常　勤:    1 移転 現存
     ひらかたサンプラザ１号館４階 (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228924-04187 なかしま歯科医院 〒573-0032 072-841-3711中嶋　國博 中嶋　國博 平25. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市岡東町１８番１５号藤白・常　勤:    2 新規 現存
     戎ビル３階 (歯       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229024-04195 山本歯科医院 〒573-1197 072-840-0720山本　信之 山本　信之 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市禁野本町１－８－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229124-04203 医療法人　山羽歯科医〒573-1144 072-856-6502医療法人　山羽歯科医山羽　徹 平25. 7. 1歯   診療所
     院 枚方市牧野本町２丁目２２番２２常　勤:    3院　理事長　山羽　徹 組織変更 現存
     号 (歯       3) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 229224-04211 医療法人　育侑会　花〒573-0047 072-846-4182医療法人　育侑会　花花野　育子 平25. 7. 8歯   小歯 歯外診療所
     野歯科 枚方市山之上４丁目２番３号 常　勤:    2野歯科　理事長　花野 移転 現存
     (歯       2)　育子 平25. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229324-04229 とくだ歯科クリニック〒573-0157 072-851-0500德田　信吾 德田　信吾 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市藤阪元町３丁目３５番１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229424-04245 医療法人　光惠会　ひ〒573-0031 072-800-1132医療法人　光惠会　理畠山　聖司 平25.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     かり歯科クリニック 枚方市岡本町７番１号 常　勤:    3事長　島田　光 新規 現存
     (歯       3) 平25.12. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229524-04252 ソライロ歯科クリニッ〒573-0161 072-807-7912岡山　英樹 岡山　英樹 平25.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 枚方市長尾北町１丁目１８３３番常　勤:    2 新規 現存
     地の３ (歯       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229624-04260 上野兄弟歯科 〒573-0084 072-807-8461上野　裕司 上野　裕司 平26. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市香里ケ丘１２丁目２２番１常　勤:    2 新規 現存
     １号 (歯       2) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229724-04286 ひかり歯科 〒573-0064 072-835-8108松田　高宏 松田　高宏 平26. 4. 1歯   診療所
     枚方市北中振３丁目２０－６　１常　勤:    1 新規 現存
     階１３号室 (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229824-04294 ながた矯正歯科 〒573-1191 072-807-5437永田　雄己 永田　雄己 平26. 4. 1矯歯 診療所
     枚方市新町１丁目７番４号Ｓｔｏ常　勤:    1 新規 現存
     ＲＫ　ＢＬＤＧ枚方２階 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229924-04302 竹安歯科医院 〒573-1106 072-855-3694竹安　正治 竹安　正治 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     枚方市町楠葉１丁目６番１５号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230024-04310 枚方休日歯科急病診療〒573-1197 072-848-0841一般社団法人枚方市歯原　久永 平26. 4. 1歯   診療所
     所 枚方市禁野本町２丁目１３番１３常　勤:    1科医師会　会長　原　 組織変更 現存
     号枚方市立保健センター内１階 (歯       1)久永 平26. 4. 1
     非常勤:   12
     (歯      12)
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 230124-04336 すみれ歯科クリニック〒573-0047 072-807-7679幸田　洋一 幸田　洋一 平26. 8. 1歯   歯外 診療所
     枚方市山之上１丁目２７番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230224-04344 医療法人孝奏会　なか〒573-0046 072-860-3535医療法人孝奏会　理事中島　奈津紀 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     じま歯科クリニック 枚方市宮之下町７番２２号ＡＢＣ常　勤:    3長　中島　奈津紀 組織変更 現存
     センター１階 (歯       3) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230324-04351 小川おとなこども歯科〒573-1118 072-855-5050小川　智弘 小川　智弘 平26. 8. 1歯   小歯 診療所
     枚方市楠葉並木２－３０－１くず常　勤:    1 新規 現存
     はタワーシティＣ棟　１Ｆ (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230424-04369 金森歯科医院 〒573-1183 072-848-1622金森　市造 金森　市造 平27. 1. 1歯   診療所
     枚方市渚南町２４－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230524-04377 医療法人煌陽会　畑山〒573-0163 072-868-6480医療法人煌陽会　理事畑山　真吾 平27. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 枚方市長尾元町二丁目１３番２７常　勤:    2長　畑山　真吾 組織変更 現存
     号 (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230624-04385 医療法人塩見会　しお〒573-1112 072-856-2525医療法人塩見会　理事塩見　信行 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     み歯科クリニック 枚方市楠葉美咲三丁目１２番１３常　勤:    4長　塩見　信行 組織変更 現存
     号 (歯       4) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230724-04393 かたおか歯科クリニッ〒573-1105 072-866-6222片岡　智博 片岡　智博 平27. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 枚方市南楠葉１丁目３０番１号エ常　勤:    1 新規 現存
     クセレント辻ビル１Ｆ (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230824-04401 医療法人悠彩会　しん〒573-1114 072-864-1818医療法人悠彩会　理事新藏　順治 平27. 7. 1歯   小歯 診療所
     くら歯科クリニック 枚方市東山一丁目４９番地１２ 常　勤:    1長　新藏　順治 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230924-04419 くにみ坂デンタルクリ〒573-0127 072-858-9231杉浦　祥一 杉浦　祥一 平27. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 枚方市津田元町３丁目４３番４３常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     号 (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 231024-04427 きたの歯科クリニック〒573-0071 072-845-6480北野　純司 北野　純司 平27.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市茄子作３丁目２３番１４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231124-04443 内海歯科医院 〒573-0048 072-846-5022内海　洋介 内海　洋介 平28. 2. 8歯   診療所
     枚方市山之上西町２８－２５ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 2. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231224-04450 医療法人高松会　高松〒573-0094 072-831-6400医療法人高松会　理事髙松　平人 平28. 4. 1歯   診療所
     歯科医院　枚方診療所枚方市南中振１丁目９－１７マン常　勤:    1長　村正　輝彦 新規 現存
     ションサンフィールド　１０２号(歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231324-04476 医療法人健和会　健和〒573-1105 072-896-7700医療法人健和会　理事小田　英人 平28. 8. 1歯   診療所
     樟葉歯科クリニック 枚方市南楠葉一丁目８番８号　小常　勤:    1長　武安　彰子 新規 現存
     山第２ビル (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231424-04484 医療法人　青島歯科ク〒573-0053 072-861-0888医療法人青島歯科クリ青島　健司 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 枚方市伊加賀南町２番８号 常　勤:    1ニック　理事長　青島 組織変更 現存
     (歯       1)　健司 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231524-04492 医療法人隆歩会　あゆ〒573-0163 075-851-6480医療法人隆歩会　理事日野　卓哉 平28.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     み歯科クリニック長尾枚方市長尾元町五丁目２１－６　常　勤:    1長　福原　隆久 新規 現存
     長栄ビル１０１号室 (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231624-04500 医療法人顕樹会　本田〒573-0027 072-844-6480医療法人顕樹会　理事渡邊　義久 平28.11. 1歯   診療所
     歯科枚方クリニック 枚方市大垣内町一丁目３番地４３常　勤:    2長　本田　顕哲 移転 現存
     第二ティーエスビル２０２号 (歯       2) 平28.11. 1
     非常勤:   13
     (歯      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231724-04518 よしおか歯科・小児歯〒573-0086 072-832-8080吉岡　正博 吉岡　正博 平28.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     科クリニック 枚方市香里園町５番２０号　平田常　勤:    2 継承 現存
     ビル１Ｆ (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 231824-04526 岸本歯科医院 〒573-0047 072-844-4017岸本　潤 岸本　潤 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市山之上一丁目２番１１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231924-04534 さくら歯科 〒573-0094 072-835-0811岡野　洋 岡野　洋 平29. 1. 1歯   診療所
     枚方市南中振一丁目１番１６号咲常　勤:    1 継承 現存
     良１Ｆ　１０２ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232024-04542 やまなか歯科クリニッ〒573-1165 072-807-4536山中　杉郎 山中　杉郎 平29. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 枚方市都丘町２－６　エルミター常　勤:    1 新規 現存
     ジュ都１０１ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232124-04559 医療法人　玉村歯科医〒573-0036 072-861-5454医療法人玉村歯科医院玉村　忠嗣 平29. 2. 1歯   小歯 診療所
     院 枚方市伊加賀北町７番４１号 常　勤:    1　理事長　玉村　忠嗣 移転 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232224-04567 小池歯科牧野駅前診療〒573-1146 072-380-6816小池　祐介 小池　祐介 平29. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     所 枚方市牧野阪一丁目１６番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232324-04575 医療法人旗侑会　おく〒573-1106 072-836-8866医療法人旗侑会　理事奥野　正自 平29. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     の歯科医院 枚方市町楠葉一丁目１２番３号　常　勤:    1長　奥野　正自 組織変更 歯外 現存
     アンノ北山２階 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232424-04583 ひよこ歯科クリニック〒573-0063 072-800-1581藤井　香耶 藤井　香耶 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     枚方市走谷１丁目１１番１２号ヴ常　勤:    1 新規 現存
     ィラ・アロー１Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232524-04591 ＴＵＲＵＳＡＫＩきれ〒573-0125 072-859-0120鶴崎　光英 鶴崎　光英 平29. 6. 1歯   診療所
     いな歯クリニックさく枚方市津田駅前１丁目１３番８号常　勤:    1 新規 現存
     ら バレーヒルズ津田駅前１階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232624-04609 さかたファミリー歯科〒573-0126 072-859-4800坂田　吉郎 坂田　吉郎 平29. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 枚方市津田西町１丁目２４番８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232724-04617 医療法人友栄会　おく〒573-0171 072-808-8770医療法人友栄会　理事宮園　智之 平29. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     だ歯科医院　枚方北山枚方市北山１丁目６７番５号 常　勤:    1長　奥田　友郁 新規 現存
     院 (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 232824-04625 医療法人井奥内科診療〒573-0082 072-807-6203医療法人井奥内科診療井奥　良介 平29.11. 1歯   小歯 診療所
     所　井奥歯科 枚方市茄子作東町３５番１５号 常　勤:    1所　理事長　井奥　勝 新規 現存
     (歯       1)博 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232925-00356 永岡歯科医院 〒563-0036 0727-61-1108永岡　博 永岡　博 昭41.10. 1歯   診療所
     池田市豊島北二丁目４番６号共栄常　勤:    2 新規 現存
     マートビル２階 (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233025-00406 足利歯科医院 〒563-0036 0727-61-1037足利　照 足利　照 昭43. 4. 1歯   診療所
     池田市豊島北２－６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233125-00521 渋川歯科医院 〒563-0033 0727(62)1986渋川　幸次 渋川　幸次 昭46. 4. 1歯   診療所
     池田市住吉２－９－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233225-00653 冨田歯科医院 〒563-0025 0727-53-8148冨田　孝治 冨田　孝治 昭49. 8. 1歯   診療所
     池田市城南町二丁目１番６号三杉常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233325-00877 粟田歯科医院 〒563-0017 072-753-8925粟田　正人 粟田　正人 昭56.12. 1歯   診療所
     池田市伏尾台三丁目４番１号伏尾常　勤:    1 新規 現存
     台センター２０３号 (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233425-00935 山本歯科 〒563-0055 0727-51-6886山本　邦夫 山本　邦夫 昭58. 6. 1歯   診療所
     池田市菅原町１１番１号ガーデン常　勤:    1 新規 現存
     叶２階 (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233525-00984 村尾歯科 〒563-0055 0727-53-2688村尾　貞良 村尾　貞良 昭58.11. 1歯   診療所
     池田市菅原町１１丁目４番地　 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233625-01008 森歯科医院 〒563-0032 0727-61-1554森　市朗 森　市朗 昭59. 6. 1歯   診療所
     池田市石橋一丁目１１番１４号金常　勤:    1 継承 現存
     菱ビル２階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233725-01024 たつみ歯科医院 〒563-0021 0727(53)9122辰己　博 辰巳　博 昭60. 4. 1歯   診療所
     池田市畑１－６－２５松風ビル２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
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 233825-01040 吉野歯科医院 〒563-0028 0727(52)4341吉野　英世 吉野　英世 昭60. 7. 1歯   診療所
     池田市渋谷２－５－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233925-01123 池田歯科医院 〒563-0043 072-752-6404池田　直也 池田　直也 昭63. 1. 1歯   診療所
     池田市神田一丁目１７番１３号高常　勤:    2 新規 現存
     木マンション１階 (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234025-01156 清水歯科クリニック 〒563-0023 0727-63-1158清水　達也 清水　達也 平 2.10. 1歯   診療所
     池田市井口堂一丁目６番３０号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234125-01206 小沢歯科医院 〒563-0023 072-762-3532小澤　隆夫 小澤　隆夫 平 5. 7.10歯   小歯 診療所
     池田市井口堂一丁目９番２６号ア常　勤:    3 移転 現存
     ーユス井口堂２階 (歯       3) 平29. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234225-01222 北原歯科医院 〒563-0032 0727-61-3663北原　成高 北原　成高 平 5.11. 1歯   小歯 診療所
     池田市石橋二丁目２番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234325-01248 木平歯科医院 〒563-0041 072-751-2172木平　朝子 木平　朝子 平 6. 5. 1歯   診療所
     池田市満寿美町３－２木平ビル３常　勤:    1 移転 現存
     Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234425-01263 望月歯科 〒563-0043 0727-51-8211望月　信昭 望月　信昭 平 6.10. 1歯   診療所
     池田市神田一丁目２２番８号山川常　勤:    1 新規 現存
     ハイツ・サウスサイド１階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234525-01271 近藤歯科医院 〒563-0024 0727-61-8586近藤　正 近藤　正 平 6. 8.19歯   矯歯 小歯診療所
     池田市鉢塚三丁目１０番１３号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 8.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234625-01289 キッタカ歯科医院 〒563-0056 0727-51-2281橘高　又八郎 橘高　又八郎 平 7. 2. 1歯   診療所
     池田市栄町１０番３号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234725-01297 正木歯科医院 〒563-0023 0727-61-7196正木　久裕 正木　久裕 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     池田市井口堂二丁目５番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234825-01305 はま歯科 〒563-0032 0727-62-7710濵　邦宏 濵　邦宏 平 8. 2. 1歯   小歯 診療所
     池田市石橋一丁目１６番２号石橋常　勤:    1 新規 現存
     マンション１階 (歯       1) 平29. 2. 1
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 234925-01321 亀山歯科医院 〒563-0029 0727-51-0419亀山　周郎 亀山　周郎 平 8. 5. 1歯   診療所
     池田市五月丘一丁目１０番５０号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235025-01347 安田歯科医院 〒563-0041 072-754-0110安田　清次郎 安田　清次郎 平 8.12. 1歯   矯歯 診療所
     池田市満寿美町１番７号那須ビル常　勤:    3 新規 現存
     ２階 (歯       3) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235125-01354 浜村歯科・口腔外科ク〒563-0055 0727-54-6800濱村　康司 濱村　康司 平 9. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     リニック 池田市菅原町６番１１号エクセレ常　勤:    1 新規 現存
     ント前川２階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235225-01362 医療法人昭成会　加藤〒563-0032 0727-62-0080医療法人昭成会　理事加藤　秀治 平 9.10. 1歯   小歯 診療所
     歯科 池田市石橋一丁目４番４号石橋壹常　勤:    1長　加藤　甫明 新規 現存
     番館２階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235325-01370 安田歯科医院 〒563-0021 0727-53-8813安田　明 安田　明 平 9.12. 1歯   診療所
     池田市畑四丁目１７番１３号シャ常　勤:    1 新規 現存
     トウラルウエット１階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235425-01388 医療法人　みと歯科医〒563-0029 072-752-9450医療法人　みと歯科医水戸　美希 平10. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 池田市五月丘一丁目７番１号 常　勤:    1院　理事長　水戸　美 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)希 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235525-01396 美馬歯科 〒563-0031 0727-61-6485美馬　周一 美馬　周一 平10. 4. 1歯   診療所
     池田市天神一丁目６番２２号ポン常　勤:    1 新規 現存
     テ・ロッソ２階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235625-01404 山片矯正歯科 〒563-0048 0727-54-1091山片　重徳 山片　重徳 平10.10. 1矯歯 診療所
     池田市呉服町２番２０号クレハ２常　勤:    1 新規 現存
     ２０２Ａ号 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235725-01420 マリー歯科医院 〒563-0028 0727-50-3339見野　マリ子 見野　マリ子 平11.12. 1歯   診療所
     池田市渋谷一丁目３番２１号サツ常　勤:    1 新規 現存
     キ長者ハイツ１０１号 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235825-01438 赤沢歯科医院 〒563-0048 0727-51-1167松岡　功 松岡　功 平12. 1. 1歯   診療所
     池田市呉服町１番１号サンシティ常　勤:    1 継承 現存
     池田２階 (歯       1) 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   241 頁

 235925-01446 いずみ歯科医院 〒563-0048 0727-50-3939和泉　良大郎 和泉　良大郎 平12. 3. 1歯   診療所
     池田市呉服町九丁目２１番　ハイ常　勤:    1 新規 現存
     ツタムラ１階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236025-01453 寺倉歯科医院 〒563-0025 072-753-2100寺倉　進 寺倉　進 平12. 5. 1歯   診療所
     池田市城南二丁目３番６号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236125-01461 さわざき歯科 〒563-0048 0727-53-0432澤﨑　佳靖 澤﨑　佳靖 平12. 9. 1歯   小歯 診療所
     池田市呉服町３番２１号２階 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236225-01479 医療法人　イノウエ矯〒563-0032 0727-63-0727医療法人　イノウエ矯井上　裕子 平13. 7. 1矯歯 診療所
     正歯科 池田市石橋二丁目１６番２号 常　勤:    2正歯科　理事長　井上 移転 現存
     (歯       2)　裕子 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236325-01487 小南歯科医院 〒563-0047 0727-51-7757小南　渉 小南　渉 平14. 4. 1歯   診療所
     池田市室町４番１号ウイングス室常　勤:    1 新規 現存
     町３階３０７号 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236425-01503 岡崎歯科 〒563-0032 072-761-8678岡崎　吉孝 岡崎　吉孝 平15. 8. 1歯   診療所
     池田市石橋一丁目８番４号 常　勤:    3 継承 現存
     (歯       3) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236525-01537 とくだ歯科医院 〒563-0059 072-748-4182德田　智 德田　智 平17. 9. 1歯   小歯 診療所
     池田市西本町１番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236625-01545 延原歯科医院 〒563-0032 072-761-8458延原　豊 延原　豊 平17. 9. 1歯   診療所
     池田市石橋一丁目１２番２号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236725-01552 医療法人真宇会　よし〒563-0056 072-752-2432医療法人真宇会　理事吉藤　真仁 平17.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     藤歯科医院 池田市栄町１番１号　阪急池田ブ常　勤:    1長　吉藤　真仁 移転 現存
     ランマルシェ１番館 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 236825-01560 まるおか歯科クリニッ〒563-0032 072-762-6480丸岡　一成 丸岡　一成 平17.12. 1歯   歯外 診療所
     ク 池田市石橋二丁目１６番１４号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236925-01586 うしむら歯科クリニッ〒563-0025 072-750-0707牛村　泰行 牛村　泰行 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 池田市城南三丁目１番地８号ＮＤ常　勤:    1 新規 現存
     Ｓイケダ１階 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237025-01610 医療法人　みの歯科医〒563-0022 072-768-6333医療法人みの歯科医院見野　比左夫 平20. 3. 1歯   診療所
     院 池田市旭丘一丁目１１番１８号 常　勤:    2　理事長　見野　比左 移転 現存
     (歯       2)夫 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237125-01628 医療法人タクト会　ハ〒563-0055 072-751-8341医療法人タクト会　理中村　拓人 平20. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ーモニーデンタルクリ池田市菅原町３番１号ステーショ常　勤:    5事長　中村　拓人 組織変更 歯外 現存
     ニック ンＮ２０２－３ (歯       5) 平26. 7. 1
     非常勤:   13
     (歯      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237225-01636 河合歯科 〒563-0048 072-754-2220河合　建也 河合　建也 平20. 8. 1歯   小歯 診療所
     池田市呉服町５番１９号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237325-01651 おおやま歯科 〒563-0056 072-754-4618大山　龍男 大山　龍男 平21. 4. 1歯   小歯 診療所
     池田市栄町３番３号ＫＭビル１階常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237425-01669 おうご歯科 〒563-0058 0727-51-3657淡河　敦 淡河　敦 平21. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     池田市栄本町５番２２号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237525-01677 井村歯科 〒563-0056 072-751-3298井村　雅幸 井村　雅幸 平21. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     池田市栄町２番１号池田阪急ビル常　勤:    1 新規 現存
     ３階 (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 237625-01685 医療法人優心会　こい〒563-0058 072-751-2038医療法人優心会　理事小石　剛 平21. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     し歯科 池田市栄本町９番２号－Ａ 常　勤:    2長　小石　剛 組織変更 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237725-01719 中條歯科医院 〒563-0022 072-762-2730中條　弘幹 中條　弘幹 平22. 7. 1歯   診療所
     池田市旭丘一丁目１番２号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237825-01727 矢追歯科 〒563-0032 072-762-5026矢追　実香 矢追　実香 平22. 9. 1歯   診療所
     池田市石橋二丁目１４番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237925-01735 佐々木歯科医院 〒563-0032 072-761-7611佐々木　茂樹 佐々木　茂樹 平22.10. 1歯   小歯 診療所
     池田市石橋二丁目４番３号ＩＭＤ常　勤:    1 移転 現存
     ビル４階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238025-01750 三原歯科医院 〒563-0032 072-761-1524中井　猛夫 中井　猛夫 平24. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     池田市石橋１丁目１３番３号　リ常　勤:    1 新規 現存
     オンビル２Ｆ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238125-01768 山歯科医院 〒563-0023 072-762-5075西山　穣 西山　穣 平24. 4.10歯   診療所
     池田市井口堂３丁目３番１号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平30. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238225-01776 医療法人　石井歯科医〒563-0032 072-760-4618医療法人　石井歯科医石井　和雄 平25. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 池田市石橋３丁目６番１号ヴィラ常　勤:    1院　理事長　石井　和 組織変更 現存
     ・リーセント１０１号 (歯       1)雄 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238325-01784 田川歯科クリニック 〒563-0048 072-737-7891田川　雅久 田川　雅久 平25.10. 1歯   診療所
     池田市呉服町６番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238425-01792 篠原歯科医院 〒563-0048 072-753-9264篠原　沢雄 篠原　沢雄 平25. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     池田市呉服町１丁目１番３０３号常　勤:    2 継承 現存
     サンシティ池田３Ｆ (歯       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238525-01800 医療法人英歯会　さつ〒563-0029 072-753-0500医療法人　英歯会　理高島　宏成 平25.12. 3歯   小歯 歯外診療所
     きやま歯科クリニック池田市五月丘４丁目３番５号 常　勤:    1事長　熊城　英仁 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 238625-01818 安らぎの街デンタルク〒563-0041 072-753-8020松本　初美 松本　初美 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 池田市満寿美町２－２ダイエー池常　勤:    1 新規 現存
     田駅前店４Ｆ (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238725-01826 すぎやま歯科クリニッ〒563-0041 072-737-8267杉山　輝久 杉山　輝久 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 池田市満寿美町１２－９リエス池常　勤:    1 新規 現存
     田満寿美町１０２号 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238825-01842 医療法人樹会　アゼリ〒563-0031 072-763-4618医療法人樹会　理事長廣岡　紀博 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     アデンタルクリニック池田市天神一丁目９番６号エルド常　勤:    2　廣岡　紀博 組織変更 現存
     ベール１Ｆ (歯       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238925-01867 医療法人敬慈会　桑田〒563-0032 072-761-2171医療法人敬慈会　理事桑田　悦子 平28. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科 池田市石橋３丁目１番３号 常　勤:    1長　桑田　悦子 移転 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239025-01875 くすやま歯科クリニッ〒563-0024 072-737-6422楠山　剛将 楠山　剛将 平28. 4. 4歯   歯外 小歯診療所
     ク 池田市鉢塚１丁目５－１８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239125-01883 医療法人幸雅会　中西〒563-0032 072-763-1182医療法人幸雅会　理事中西　亮太 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科クリニック 池田市石橋一丁目９番１号　宮下常　勤:    3長　中西　範幸 新規 現存
     ビル１階 (歯       3) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239225-01891 大内歯科医院 〒563-0024 072-761-1535大内　千里 大内　千里 平28.10. 1歯   診療所
     池田市鉢塚三丁目１番１号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239325-01917 たにぐち歯科・口腔外〒563-0024 072-760-0522谷口　佳孝 谷口　佳孝 平29.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     科 池田市鉢塚１丁目６番２５号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239425-01925 口歯科 〒563-0041 072-752-6556 口　高広 口　高広 平30. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     池田市満寿美町１番１２－１０３常　勤:    2 継承 現存
     池田ガーデンハイツ１階 (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239525-01933 医療法人はぴねす　は〒563-0032 072-762-4618医療法人はぴねす　理野澤　修一 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     ぴねす歯科　石橋駅前池田市石橋一丁目１３番１号２階常　勤:    1事長　野澤　修一 組織変更 現存
     クリニック (歯       1) 平30. 3. 1
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 239626-00271 森村歯科医院 〒571-0057 06-6909-0545森村　倭久 森村　倭久 昭39.10. 1歯   診療所
     門真市元町１３番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239726-00404 中嶋歯科診療所 〒571-0063 072-881-0387中嶋　滋教 中嶋　滋教 昭42.11. 1歯   診療所
     門真市常称寺町２０番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239826-00644 片桐歯科医院 〒571-0074 072-883-5350片桐　英一 片桐　英一 昭48. 5. 1歯   診療所
     門真市宮前町１７－１　東北第９常　勤:    1 新規 現存
     ビル (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239926-00651 山上歯科診療所 〒571-0048 06-6908-0873山上　哲贒 深澤　貴子 昭48. 6. 1歯   小歯 診療所
     門真市新橋町３－３－３０２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240026-00677 鷹木歯科医院 〒571-0031 06-6909-7160鷹木　達 鷹木　達 昭49. 9. 1歯   診療所
     門真市古川町２番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240126-00800 河合歯科 〒571-0048 06-6906-0118河合　繁一 河合　繁一 昭54. 7. 1歯   診療所
     門真市新橋町８番３１号新橋スト常　勤:    1 新規 現存
     ア２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240226-00818 大西歯科医院 〒571-0031 06-6908-3319大西　光和 大西　光和 昭54. 6. 1歯   診療所
     門真市古川町９－１６ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240326-00834 西村歯科医院 〒571-0047 06-6906-5088西村　司郎 西村　司郎 昭55. 5. 1歯   診療所
     門真市栄町４番２０号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240426-00917 太原歯科診療所 〒571-0066 06-6905-6366太原　靖政 太原　靖政 昭57. 6. 1歯   診療所
     門真市幸福町６－１０　ヨシカネ常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240526-00925 樋口歯科医院 〒571-0008 072-885-4678樋口　英介 樋口　英介 昭57. 8. 1歯   診療所
     門真市東江端町１１番５０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240626-00941 岸本歯科医院 〒571-0066 06-6905-8721岸本　典之 岸本　典之 昭58. 4. 1歯   診療所
     門真市幸福町１番１９号 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28. 4. 1
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 240726-01055 那須歯科医院 〒571-0025 072-884-6401那須　敏和 那須　敏和 昭59. 8. 1歯   診療所
     門真市大字北島５８５－２２ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240826-01071 中塚歯科医院 〒571-0035 072-885-0720中塚　秀一 中塚　秀一 昭60. 4. 1歯   小歯 診療所
     門真市桑才７７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240926-01121 しのだ歯科医院 〒571-0073 072-885-7890信田　周一 信田　周一 昭61.10. 1歯   診療所
     門真市北巣本町３２番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241026-01154 イイジマデンタルクリ〒571-0076 072-884-6815飯島　裕 飯島　裕 昭62. 5. 1歯   小歯 診療所
     ニック 門真市大池町３番２号川島ビル１常　勤:    1 新規 現存
     階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241126-01170 高井歯科医院 〒571-0052 06-6905-1441高井　清史 高井　清史 昭62. 8. 1歯   診療所
     門真市月出町５番３０号シャトー常　勤:    1 新規 現存
     戸田１階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241226-01212 堤デンタルクリニック〒571-0065 06-6903-8164堤　一純 堤　一純 昭63. 4. 1歯   診療所
     門真市垣内町１－１１ペアビル古常　勤:    2 移転 現存
     川橋３Ｆ (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241326-01253 松倉歯科 〒571-0011 072-883-3008松倉　晴明 松倉　晴明 平元.12.26歯   矯歯 小歯診療所
     門真市脇田町２３番１１号 常　勤:    4 移転 歯外 現存
     (歯       4) 平28.12.26
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241426-01261 医療法人　トクリキ歯〒571-0078 072-882-2114医療法人トクリキ歯科徳力　洋一 平 2. 1. 1歯   小歯 診療所
     科 門真市常盤町６番１６号 常　勤:    1　理事長　徳力　洋一 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241526-01279 医療法人　おかべ歯科〒571-0067 06-6903-6385医療法人おかべ歯科医岡部　敦弘 平 2. 1. 1歯   診療所
     医院 門真市石原町２９番１２号 常　勤:    1院　理事長　岡部　敦 組織変更 現存
     (歯       1)弘 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241626-01287 医療法人幸正会　二葉〒571-0017 072-885-7155医療法人幸正会　理事杉山　孝嘉 平 2. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科 門真市四宮５丁目１１番２３号 常　勤:    1長　高山　京子 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
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 241726-01295 医療法人斉歯会　杉岡〒571-0013 072-881-5351医療法人斉歯会杉岡歯杉岡　悟 平 2. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科診療所 門真市千石東町２番２６号 常　勤:    4科診療所　理事長　杉 組織変更 現存
     (歯       4)岡　悟 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241826-01311 髙橋歯科 〒571-0046 06-6906-0567髙橋　由行 髙橋　由行 平 2. 5. 1歯   診療所
     門真市本町１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241926-01352 髙間歯科医院 〒571-0013 072-885-7002髙間　博二 髙間　博二 平 2. 8.17歯   診療所
     門真市千石東町２番４６号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242026-01360 松下歯科医院 〒571-0061 072-884-0418松下　貢 松下　貢 平 3. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     門真市朝日町２１番３－１００号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242126-01378 医療法人　松下歯科医〒571-0048 06-6908-2515医療法人松下歯科医院松下　繁 平 3. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 門真市新橋町１４－１ 常　勤:    2　理事長　松下　繁 組織変更 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242226-01394 磯和歯科医院 〒571-0063 072-881-3614磯和　均 磯和　均 平 4. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     門真市常称寺町２７番１６号 常　勤:    2 継承 保険外：矯正歯現存
     (歯       2) 平28. 1. 1科
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242326-01402 小野歯科医院 〒571-0054 06-6901-9339小野　博司 小野　博司 平 4. 5.19歯   診療所
     門真市浜町５番１７号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 5.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242426-01410 フクシマ歯科医院 〒571-0034 06-6909-1757福嶋　光樹 福嶋　光樹 平 5. 8. 1歯   小歯 診療所
     門真市東田町２番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242526-01428 とね歯科医院 〒571-0058 06-6909-7792刀祢　格人 刀祢　格人 平 5. 7. 2歯   小歯 診療所
     門真市小路町１番１２号門真グラ常　勤:    1 移転 現存
     ンドハイツ１階 (歯       1) 平29. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242626-01444 多々見歯科医院 〒571-0015 072-883-8211多々見　敏章 多々見　敏章 平 6.10. 1歯   小歯 診療所
     門真市三ツ島２－８－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
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 242726-01451 一柳歯科医院 〒571-0005 072-883-8851一柳　忠仁 一柳　忠仁 平 7. 1. 1歯   小歯 診療所
     門真市南野口町３番１２号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242826-01485 医療法人松島クリニッ〒571-0030 06-6908-8809医療法人松島クリニッ松島　秀樹 平 7.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク　松島歯科 門真市末広町２６番６号３階 常　勤:    1ク　理事長　松島　秀 新規 現存
     (歯       1)樹 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242926-01493 寺田歯科医院 〒571-0021 072-881-1180髙田　貴子 髙田　貴子 平 7.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     門真市舟田町１４番１３号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243026-01501 直林歯科医院 〒571-0017 072-883-0036直林　隆 直林　隆 平 7.12.10歯   診療所
     門真市四宮５丁目７番１３号ロイ常　勤:    1 移転 現存
     ヤルハイツ門真１階 (歯       1) 平28.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243126-01519 医療法人デンタルタキ〒571-0054 06-6902-6686医療法人　デンタルタ 川　博嗣 平 8. 7. 1歯   小歯 診療所
     ガワ　滝川歯科医院 門真市浜町１９番３号 常　勤:    3キガワ　理事長　 川 組織変更 現存
     (歯       3)　博嗣 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243226-01535 ツツイ歯科 〒571-0048 06-4252-1971筒井　正也 筒井　正也 平11. 1. 1 診療所
     門真市新橋町１番１８号ロジュマ常　勤:    1 新規 現存
     ン門真１階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243326-01543 医療法人　綾川歯科診〒571-0046 06-6906-5959医療法人　綾川歯科診綾川　滋成 平11. 7. 1歯   診療所
     療所 門真市本町９番１６号西三荘松原常　勤:    2療所　理事長　綾川　 組織変更 現存
     ハイツ１階 (歯       2)滋成 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243426-01568 ばば歯科医院 〒571-0023 072-887-0900馬場　崇 馬場　崇 平12. 5. 1歯   小歯 診療所
     門真市大字横地６０４ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243526-01576 尾﨑歯科医院 〒571-0071 072-842-6480尾﨑　克浩 尾﨑　克浩 平13. 4. 1歯   診療所
     門真市上島町４５番１７号岡村ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１階，地下 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243626-01584 おおにし歯科医院 〒571-0079 072-882-3011大西　敏嗣 大西　敏嗣 平14. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     門真市野里町２１番３１号　寿産常　勤:    1 新規 歯外 現存
     業ビル２階 (歯       1) 平26. 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   249 頁

 243726-01592 髙橋歯科 〒571-0074 072-883-0567髙橋　享 髙橋　享 平14. 3.31歯   診療所
     門真市宮前町１８番５号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平26. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243826-01600 ゴトウ歯科医院 〒571-0079 072-884-1221後藤　博康 後藤　博康 平14. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     門真市野里町６番１６号アビタ八常　勤:    1 新規 現存
     番館１階 (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243926-01626 服部歯科 〒571-0062 072-881-3659服部　雅俊 服部　雅俊 平15.10. 1歯   診療所
     門真市宮野町１２番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244026-01634 かに歯科 〒571-0039 06-6901-4182可兒　光宏 可兒　光宏 平16.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     門真市速見町１番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244126-01659 つる歯科クリニック 〒571-0079 072-881-6487都留　琢磨 都留　琢磨 平18. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     門真市野里町１４－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244226-01667 ヒロデンタルクリニッ〒571-0015 072-882-4618多々見　浩之 多々見　浩之 平18. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 門真市大字三ツ島三丁目６番１８常　勤:    1 新規 現存
     号－１０２号 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244326-01675 医療法人敬優会　松本〒571-0065 06-6901-3849医療法人敬優会松本歯松本　元秀 平19. 6. 1歯   診療所
     歯科医院 門真市垣内町７番７号 常　勤:    1科医院　理事長　松本 移転 現存
     (歯       1)　元秀 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244426-01709 医療法人英歯会　クマ〒571-0067 06-6901-5355医療法人英歯会　理事熊城　安英 平21. 1. 1歯   診療所
     シロ歯科診療所 門真市石原町５番２４号日光ハイ常　勤:    3長　熊城　英仁 組織変更 現存
     ツ１Ｆ (歯       3) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244526-01717 医療法人　湯川歯科医〒571-0079 072-884-6474医療法人　湯川歯科医舍里田　豊 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 門真市野里町１番２９号　エル大常　勤:    1院　理事長　湯川　正 移転 現存
     和田第１５－２ (歯       1)賴 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244626-01725 くら歯科医院 〒571-0052 06-6900-0648辻本　貴之 辻本　貴之 平22.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     門真市月出町２５番１６号平成ハ常　勤:    1 新規 現存
     イツ　１Ｆ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 244726-01758 ひまわり歯科医院 〒571-0002 072-803-6474東野　広志 東野　広志 平23. 7. 1歯   小歯 診療所
     門真市岸和田３丁目３６番１０号常　勤:    1 新規 現存
     サンピカＡ　２０２号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244826-01766 医療法人　靖正会　に〒571-0057 06-6906-5454医療法人　靖正会　理中村　信一郎 平24. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     しさんそう歯科ナカム門真市元町２７番３号 常　勤:    7事長　中村　信一郎 組織変更 現存
     ラクリニック (歯       7) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244926-01774 なかつか歯科矯正歯科〒571-0030 06-6914-4618中塚　佑介 中塚　佑介 平24. 8. 1歯   小歯 診療所
     クリニック 門真市末広町３７－２５　２Ｆ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245026-01782 よしみち歯科・矯正歯〒571-0030 06-6909-0080吉道　玄 吉道　玄 平24. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     科医院 門真市末広町１７番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245126-01790 岡村歯科医院 〒571-0011 072-396-6628岡村　航 岡村　航 平24.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     門真市脇田町３１番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245226-01824 かわい歯科 〒571-0041 06-6995-4151河合　利彦 河合　利彦 平25. 6. 5歯   小歯 歯外診療所
     門真市柳町５番１号グラン・ドム常　勤:    1 新規 現存
     ール門真１１７号 (歯       1) 平25. 6. 5
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245326-01832 医療法人クローバー　〒571-0016 072-887-4182医療法人クローバー　金子　亜弥 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     クローバー歯科 門真市島頭３丁目３番５号クレー常　勤:    3理事長　保田　晃宏 組織変更 現存
     ル白鳩１階 (歯       3) 平25. 7. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245426-01840 医療法人　医之和会　〒571-0062 072-881-4618医療法人　医之和会　副島　之彦 平25. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     小児歯科・矯正スマイ門真市宮野町３番２３号メリック常　勤:    2理事長　副島　之彦 組織変更 現存
     ルプラザ ビル２階 (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245526-01915 フォレスデンタルクリ〒571-0012 072-812-3580西田　大祐 西田　大祐 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 門真市江端町１３番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 245626-01923 かわさき歯科 〒571-0067 06-4252-4618河﨑　重太 河﨑　重太 平26.11. 1歯   小歯 診療所
     門真市石原町４４番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245726-01931 ＮＡＫＡＴＳＵＫＡ　〒571-0051 06-6995-4184中塚　健介 中塚　健介 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ＤＥＮＴＡＬ 門真市向島町３番３５号ＢＥＡＲ常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     Ｓ　２Ｆ (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245826-01949 医療法人貴心会　増田〒571-0048 06-6901-1118医療法人貴心会　理事下山　夏実 平26.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院門真院 門真市新橋町４－３「門真駅構内常　勤:    1長　増田　勝彦 新規 矯歯 現存
     」第２号区画 (歯       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245926-01956 ユルギ歯科医院 〒571-0059 06-6780-3280万木　勝治 万木　勝治 平27. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     門真市堂山町２６－３　２Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246026-01964 うえやま歯科 〒571-0014 072-803-8550上山　武志 上山　武志 平27. 8. 1歯   診療所
     門真市千石西町１５番２６号ロイ常　勤:    1 新規 現存
     ヤルコート２－１階　１０５号 (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246126-01972 医療法人クローバー　〒571-0021 072-882-4182医療法人クローバー　阿部　吉希 平28. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     クローバーデンタルク門真市舟田町１２番２６号グリー常　勤:    2理事長　保田　晃宏 組織変更 現存
     リニック ンプラザ１階 (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246226-01998 医療法人郁明会　古川〒571-0030 06-6906-1817医療法人郁明会　理事齊藤　光一郎 平28. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     橋駅前歯科 門真市末広町４１番２号ダイエー常　勤:    2長　齊藤　光一郎 組織変更 歯外 現存
     古川橋駅前店３階 (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246326-02004 医療法人優愛会　須沢〒571-0062 072-883-1188医療法人優愛会　理事平山　富興 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科・矯正歯科 門真市宮野町３番２４号 常　勤:    3長　平山　富興 組織変更 現存
     (歯       3) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246426-02012 すが歯科クリニック 〒571-0046 06-6900-4182菅　良宜 菅　良宜 平28.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     門真市本町七丁目１８番 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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 246526-02020 医療法人光誠会　スマ〒571-0030 06-6907-0418医療法人光誠会　理事更谷　氏將 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     イルデンタルクリニッ門真市末広町３６番１０号アドラ常　勤:    1長　古濱　正彦 移転 現存
     ク　門真本院 ブール古川橋ウエスト１０３Ａ (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246626-02038 あおいデンタルクリニ〒571-0016 乙社　礼 乙社　礼 平29. 6. 1歯   診療所
     ック 門真市島頭４－１－１－２０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246726-02046 吉岡歯科医院 〒571-0068 06-6902-3302吉岡　睦 吉岡　睦 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     門真市大倉町２６番１５号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246826-02053 万葉台歯科 〒571-0007 072-882-6066高山　京子 高山　京子 平30. 4. 1歯   診療所
     門真市北岸和田１－１－２２メゾ常　勤:    1 新規 現存
     ンジョイ１０１号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246926-02061 氏井歯科矯正歯科 〒571-0071 072-884-2600氏井　公治 氏井　公治 平30. 3.31歯   小歯 歯外診療所
     門真市上島町４４番９号 常　勤:    1 継承 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 3.31
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247027-00592 児玉歯科医院 〒551-0031 06-6551-8200児玉　武彦 児玉　武彦 昭49. 2. 1歯   診療所
     大阪市大正区泉尾三丁目１１番７常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247127-00600 家入歯科診療所 〒551-0001 06-6551-0960家入　健二 家入　健二 昭49. 5. 1歯   診療所
     大阪市大正区三軒家西２－９－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247227-00634 和泉歯科医院 〒551-0031 06-6552-3488和泉　敏弘 和泉　敏弘 昭50. 6. 1歯   診療所
     大阪市大正区泉尾三丁目１３番１常　勤:    1 移転 現存
     ５号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247327-00642 杉本歯科医院 〒551-0031 06-6551-2226杉本　明貞 杉本　明貞 昭51. 2. 1歯   診療所
     大阪市大正区泉尾２丁目１－５ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 247427-00659 河野歯科 〒551-0013 06-6551-4445河野　憲治 河野　憲治 昭51. 9. 1歯   診療所
     大阪市大正区小林西二丁目２番８常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247527-00675 西平歯科医院 〒551-0001 06-6551-3500西平　守彦 西平　守彦 昭53. 6. 1歯   診療所
     大阪市大正区三軒家西一丁目２５常　勤:    1 新規 現存
     番５号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247627-00683 坂本厚歯科クリニック〒551-0031 06-6551-3182坂本　厚 坂本　厚 昭55. 1. 1歯   診療所
     大阪市大正区泉尾四丁目３番６号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247727-00725 鳥羽歯科医院 〒551-0031 06-6554-2830鳥羽　史郎 鳥羽　史郎 昭58.12. 1歯   診療所
     大阪市大正区泉尾４丁目２番１０常　勤:    1 新規 現存
     号カワオトビル１階 (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247827-00733 甲田歯科医院 〒551-0003 06-6553-0009甲田　博正 甲田　博正 昭58.12. 1歯   診療所
     大阪市大正区千島三丁目４番７号常　勤:    1 新規 現存
     和光ビル２階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247927-00741 平田歯科医院 〒551-0032 06-6553-8255平田　康 平田　康 昭59. 3. 1歯   診療所
     大阪市大正区北村二丁目８番２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248027-00758 京極歯科 〒551-0023 06-6552-8049京極　要二 京極　要二 昭59. 9. 1歯   診療所
     大阪市大正区鶴町三丁目１３番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248127-00766 西村歯科医院 〒551-0023 06-6552-1315西村　恵司 西村　恵司 昭61. 1. 1歯   歯外 診療所
     大阪市大正区鶴町四丁目９番８号常　勤:    1 新規 現存
     サンシャインビル２０２号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248227-00774 西崎歯科医院 〒551-0023 06-6554-8241西崎　寛 西崎　寛 昭61.10. 1歯   診療所
     大阪市大正区鶴町二丁目２番６号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248327-00824 大家歯科医院 〒551-0012 06-6554-5120大家　潤一郎 大家　潤一郎 平元.10. 1歯   診療所
     大阪市大正区平尾二丁目２３番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号平尾コーポ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 248427-00832 マキシ歯科医院 〒551-0012 06-6552-7391真喜志　彰彦 真喜志　彰彦 平元.11. 1歯   診療所
     大阪市大正区平尾五丁目１４番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248527-00857 弘田歯科医院 〒551-0023 06-6555-8844弘田　和彦 弘田　和彦 平 3. 4. 1歯   診療所
     大阪市大正区鶴町３－９－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248627-00881 医療法人　鳥羽歯科医〒551-0012 06-6551-0565医療法人鳥羽歯科医院鳥羽　英紀 平 3. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 大阪市大正区平尾５－１８－１３常　勤:    1　理事長　鳥羽　英紀 組織変更 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248727-00899 右色歯科医院 〒551-0031 06-6554-8148右色　勝 右色　勝 平 4. 5. 1歯   診療所
     大阪市大正区泉尾三丁目１番３号常　勤:    1 新規 現存
     ツイン永楽ビル１階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248827-00915 医療法人相馬会　吉田〒551-0031 06-6551-1713医療法人相馬会　理事吉田　新平 平 4. 7. 1歯   診療所
     歯科診療所 大阪市大正区泉尾一丁目５番１７常　勤:    3長　吉田　新平 組織変更 現存
     号 (歯       3) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248927-00931 岩本歯科医院 〒551-0003 06-6555-8067岩本　誠司 岩本　誠司 平 5. 6. 1歯   診療所
     大阪市大正区千島三丁目１１番１常　勤:    1 新規 現存
     ３号グリタビル３階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249027-00949 おおまえ歯科医院 〒551-0031 06-6555-6882大前　勝敬 大前　勝敬 平 5. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市大正区泉尾四丁目１７番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号東洋プラザ泉尾１０１ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249127-00956 医療法人　中山歯科 〒551-0003 06-6553-0028医療法人中山歯科　理中山　盛詔 平 6. 7. 1歯   診療所
     大阪市大正区千島２－４　千島公常　勤:    1事長　中山　盛詔 組織変更 現存
     団２号棟 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249227-00972 わじま歯科 〒551-0002 06-6556-1120和島　照二 和島　照二 平10. 6. 1歯   診療所
     大阪市大正区三軒家東一丁目２０常　勤:    1 新規 現存
     番１５号泉安ビル２階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249327-00998 渡 歯科診療所 〒551-0012 06-6551-2522渡 　岳 渡邊　岳 平10. 9. 7歯   診療所
     大阪市大正区平尾四丁目８番１１常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平28. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249427-01004 永田矯正歯科 〒551-0001 06-6551-8011永田　裕保 永田　裕保 平11. 2. 1矯歯 歯   診療所
     大阪市大正区三軒家西一丁目９番常　勤:    1 新規 現存
     ３４号 (歯       1) 平29. 2. 1
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 249527-01046 中村歯科医院 〒551-0031 06-6551-2745清川　信泰 清川　信泰 平16. 8. 1歯   診療所
     大阪市大正区泉尾三丁目３番２５常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249627-01087 ほしの歯科 〒551-0003 06-6554-2020星野　真也 星野　真也 平18. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市大正区千島一丁目１３番２常　勤:    1 新規 現存
     １号エル・セレーノ千島１階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249727-01095 谷田歯科医院 〒551-0031 06-6551-8677谷田　司幸 谷田　司幸 平19. 9.17歯   診療所
     大阪市大正区泉尾一丁目８番１号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平25. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249827-01129 おかざわ歯科クリニッ〒551-0003 06-6553-6474岡澤　靖彦 岡澤　靖彦 平21. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 大阪市大正区千島二丁目３番１２常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249927-01145 いなだ歯科クリニック〒551-0002 06-6551-9512稲田　欽彦 稲田　欽彦 平22. 3. 2歯   小歯 歯外診療所
     大阪市大正区三軒家東四丁目５番常　勤:    2 移転 現存
     １２号Ｒ＆Ｋビル２階 (歯       2) 平28. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250027-01152 医療法人社団　研成会〒551-0003 06-6551-7300医療法人社団　研成会杉井　幸穂 平22. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     　杉井歯科 大阪市大正区千島一丁目１８番１常　勤:    1　理事長　杉井　則夫 組織変更 現存
     １号 (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250127-01160 奥間歯科医院 〒551-0012 06-6553-1132奥間　章 奥間　章 平22.11.22歯   小歯 診療所
     大阪市大正区平尾五丁目５番２２常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平28.11.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250227-01178 医療法人光有会　まつ〒551-0003 06-6552-4182医療法人光有会　理事松森　洋介 平23. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     もり歯科クリニック 大阪市大正区千島三丁目１４番１常　勤:    1長　松森　洋介 組織変更 現存
     ９号野田ビル１階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250327-01186 あさの歯科医院 〒551-0002 06-6551-2114浅埜　正人 浅埜　正人 平23. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市大正区三軒家東二丁目３番常　勤:    3 継承 現存
     地２４号 (歯       3) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250427-01194 今井歯科医院 〒551-0031 06-6551-1312今井　健之 今井　健之 平23. 8. 1歯   歯外 診療所
     大阪市大正区泉尾１－６－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
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 250527-01210 しまはら歯科クリニッ〒551-0002 06-6567-8760島原　宏史 島原　宏史 平25. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市大正区三軒家東６丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     １７号サンロワール永楽１Ｆ (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250627-01244 中山歯科医院 〒551-0031 06-6555-9131中山　信雄 中山　信雄 平26. 5. 1歯   診療所
     大阪市大正区泉尾３－１３－５－常　勤:    1 移転 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250727-01251 医療法人栄知会　小野〒551-0031 06-6551-2562医療法人栄知会　理事小野　一行 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 大阪市大正区泉尾１丁目５番８号常　勤:    2長　小野　一行 組織変更 現存
     (歯       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250827-01293 とば歯科 〒551-0001 06-6552-1780鳥羽　聖朋 鳥羽　聖朋 平27. 9. 1歯   診療所
     大阪市大正区三軒家西１丁目２番常　勤:    1 継承 現存
     ７号 (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250927-01319 医療法人永歯会　やま〒551-0021 06-6556-4618医療法人永歯会　理事山口　高司 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ぐち歯科クリニック 大阪市大正区南恩加島二丁目７番常　勤:    1長　山口　高司 組織変更 現存
     ２４号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251027-01327 医療法人ココイロ　と〒551-0001 06-6556-1038医療法人ココイロ　理冨谷　寛卓 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     みや歯科診療所 大阪市大正区三軒家西二丁目１８常　勤:    1事長　冨谷　寛卓 組織変更 現存
     番５号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251128-00400 森歯科医院 〒554-0002 06-6468-9594森　弘温 森　弘温 昭46. 2. 1歯   診療所
     大阪市此花区伝法六丁目３番２－常　勤:    2 新規 現存
     １０３号日本住宅公団２号棟１０(歯       2) 平28. 2. 1
     ３号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251228-00467 瀧本歯科医院 〒554-0014 06-6463-1218瀧本　清 瀧本　清 昭48. 5. 1歯   診療所
     大阪市此花区四貫島２丁目１９－常　勤:    1 新規 現存
     １３ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251328-00525 柳本歯科医院 〒554-0013 06-6461-4735柳本　まり子 柳本　まり子 昭52. 9.29歯   診療所
     大阪市此花区梅香一丁目１９番１常　勤:    1 移転 現存
     ５号 (歯       1) 平28. 9.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251428-00533 伊都歯科医院 〒554-0012 06-6462-7914伊都　俊治 伊都　俊治 昭53.11. 1歯   診療所
     大阪市此花区西九条四丁目３番４常　勤:    1 新規 休止
     １号 (歯       1) 平29.11. 1
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 251528-00558 安田歯科医院 〒554-0014 06-6468-2305安田　尊文 安田　尊文 昭55. 6. 1歯   診療所
     大阪市此花区四貫島二丁目３番３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251628-00566 森歯科医院 〒554-0021 06-6461-0110森　裕継 森　裕継 昭55. 8. 1歯   診療所
     大阪市此花区春日出北１－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251728-00582 松井歯科医院 〒554-0022 06-6465-6480松井　清治 松井　清治 昭57. 7. 1歯   診療所
     大阪市此花区春日出中１－２３－常　勤:    1 新規 現存
     １０ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251828-00632 いしみ歯科 〒554-0002 06-6461-0418石見　隆夫 石見　隆夫 昭60. 2. 1歯   小歯 診療所
     大阪市此花区伝法５丁目４番５９常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251928-00640 山田屋歯科医院 〒554-0021 06-6464-5667山田屋　孝太郎 山田屋　孝太郎 昭60. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市此花区春日出北一丁目４番常　勤:    2 移転 現存
     １９号 (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252028-00665 弓倉歯科医院 〒554-0022 06-6461-2266弓倉　威己 弓倉　威己 昭61. 5. 1歯   診療所
     大阪市此花区春日出中一丁目１９常　勤:    3 継承 現存
     番１５号 (歯       3) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252128-00723 武下歯科医院 〒554-0013 06-6461-0669武下　彰宏 武下　彰宏 昭62. 3. 1歯   診療所
     大阪市此花区梅香三丁目３３番７常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252228-00749 田中歯科医院 〒554-0012 06-6462-9090田中　大行 田中　大行 平 4. 7. 1歯   診療所
     大阪市此花区西九条一丁目２３番常　勤:    2 継承 現存
     １３号 (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252328-00756 朝倉歯科医院 〒554-0014 06-6461-4618朝倉　淳 朝倉　淳 平 5.10. 1歯   診療所
     大阪市此花区四貫島二丁目１８番常　勤:    1 新規 現存
     ３－１０３号千鳥橋第一ビル１階(歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252428-00780 瀬谷歯科医院 〒554-0001 06-6461-6487瀬谷　直也 瀬谷　直也 平 6. 9. 1歯   診療所
     大阪市此花区高見三丁目１番３１常　勤:    1 新規 現存
     号ジュンズ・タカミ１階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252528-00855 医療法人　中川歯科医〒554-0002 06-6463-6301医療法人　中川歯科医中川　雅文 平12. 1. 1歯   診療所
     院 大阪市此花区伝法六丁目５番８－常　勤:    2院　理事長　中川　雅 組織変更 現存
     １００号グレイス伝法１階Ｂ号室(歯       2)文 平30. 1. 1
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 252628-00863 上野歯科医院 〒554-0022 06-6468-6585上野　幸男 上野　幸男 平12. 3. 1歯   診療所
     大阪市此花区春日出中一丁目２９常　勤:    2 移転 現存
     番１０号 (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252728-00889 にしおか歯科医院 〒554-0012 06-6460-4618西岡　秀樹 西岡　秀樹 平13. 6. 1歯   診療所
     大阪市此花区西九条一丁目２４番常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252828-00897 医療法人徳旺会　長谷〒554-0002 06-6461-8211医療法人徳旺会　長谷長谷川　昌德 平13. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     川歯科医院 大阪市此花区伝法二丁目４番４号常　勤:    4川歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     (歯       4)長谷川　昌德 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252928-00913 医療法人　ふかき歯科〒554-0013 06-6461-0802医療法人　ふかき歯科深耒　由起夫 平13. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市此花区梅香三丁目３１番１常　勤:    2　理事長　深耒　由起 移転 現存
     ３号 (歯       2)夫 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253028-00939 はしもと歯科医院 〒554-0014 06-6461-6480橋本　武 橋本　武 平14. 8. 1歯   診療所
     大阪市此花区四貫島一丁目６番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253128-00947 檀上歯科 〒554-0021 06-6461-3455檀上　優子 檀上　優子 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市此花区春日出北二丁目１３常　勤:    1 移転 現存
     番１６号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253228-00962 やすだ歯科医院 〒554-0012 06-6463-8241安田　繁紀 安田　繁紀 平17. 9. 1歯   診療所
     大阪市此花区西九条三丁目１５番常　勤:    1 移転 現存
     １０号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253328-00996 医療法人宏仁会　小池〒554-0002 06-6461-8011医療法人宏仁会　理事小池　宏忠 平19. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 大阪市此花区伝法三丁目７番３４常　勤:    5長　小池　宏忠 組織変更 矯歯 現存
     号 (歯       5) 平25. 1. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253428-01036 医療法人　川井歯科 〒554-0002 06-6468-1351医療法人川井歯科　理川井　進一 平21. 3. 1歯   診療所
     大阪市此花区伝法二丁目１番３号常　勤:    4事長　川井　進一 組織変更 現存
     コーポ八木２階 (歯       4) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253528-01051 久保歯科医院 〒554-0014 06-6463-8055久保　裕司 久保　裕司 平21. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市此花区四貫島一丁目５番６常　勤:    1 継承 現存
     号児島建設ビル４階 (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 253628-01069 なぎさ歯科医院 〒554-0051 06-6464-7373上枝　晴美 上枝　晴美 平22. 2. 1歯   小歯 診療所
     大阪市此花区酉島四丁目１番１４常　勤:    2 組織変更 現存
     号 (歯       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253728-01085 ふかせ歯科医院 〒554-0021 06-6461-5209山根木　裕代 山根木　裕代 平22. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市此花区春日出北一丁目１６常　勤:    1 移転 現存
     番９号 (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253828-01101 医療法人　蘭桜会　ス〒554-0051 06-6464-6444医療法人　蘭桜会　理立 　薫 平24. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ミレ歯科 大阪市此花区酉島４丁目２番１０常　勤:    1事長　立 　薫 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253928-01127 医療法人　蘭桜会　た〒554-0024 06-6464-6000医療法人　蘭桜会　理立 　恵美 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ちばな歯科 大阪市此花区島屋６丁目２番８２常　勤:    1事長　立 　薫 新規 現存
     号ユニバーサル・シティ和幸ビル(歯       1) 平25.10. 1
     ５Ｆ 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254028-01135 鈴木歯科医院 〒554-0021 06-6461-3670鈴木　弘 鈴木　弘 平26. 7.26歯   小歯 歯外診療所
     大阪市此花区春日出北１丁目２番常　勤:    1 継承 現存
     ７号 (歯       1) 平26. 7.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254128-01143 ゆき歯科医院 〒554-0014 06-6461-6655戸倉　有規 戸倉　有規 平27. 3. 1歯   診療所
     大阪市此花区四貫島１丁目９番６常　勤:    1 新規 現存
     号蔭山ビル２階２Ａ (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254228-01150 ブリエデンタルクリニ〒554-0024 06-6463-4618岡　哲史 岡　哲史 平27. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 大阪市此花区島屋６丁目２番９０常　勤:    1 継承 現存
     号リバーガーデンシティーさくら(歯       1) 平27. 5. 1
     の丘４階 非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254328-01168 佐々木歯科医院 〒554-0012 06-6465-0234佐々木　結梨 佐々木　結梨 平27. 6.17歯   診療所
     大阪市此花区西九条２－５－２０常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平27. 6.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 254428-01176 医療法人医神会　フロ〒554-0001 06-6466-6480医療法人医神会　理事神末　佳英 平28. 7. 1歯   小歯 診療所
     ーラル歯科 大阪市此花区高見一丁目４番５０常　勤:    1長　神末　佳英 継承 現存
     号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254528-01184 しば歯科医院 〒554-0013 06-6225-8600芝　賢次 芝　賢次 平28. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市此花区梅香一丁目２６番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254628-01192 ヤスダ歯科医院 〒554-0012 06-6468-1182安田　隆 安田　隆 平29. 4. 1歯   診療所
     大阪市此花区西九条三丁目８番１常　勤:    1 移転 現存
     ３号Ｍｅｒｃｉ・Ｔ　１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254730-00646 松岡歯科医院 〒533-0032 06-6323-7728松岡　功 松岡　功 昭35.10. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区淡路五丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号松岡医療ビル (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254830-01651 竹下歯科医院 〒533-0032 06-6322-1470竹下　士郎 竹下　士郎 昭43.11. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区淡路四丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254930-01941 西中歯科医院 〒533-0032 06-6321-1419西中　一夫 西中　一夫 昭48. 9. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区淡路四丁目６番２常　勤:    1 新規 現存
     ２号工藤ビル２階 (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255030-02089 藤原歯科医院 〒533-0032 06-6322-2989藤原　和夫 藤原　和夫 昭52. 1. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区淡路四丁目３０番常　勤:    1 継承 現存
     １７号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255130-02147 井上歯科診療所 〒533-0014 06-6326-2277井上　隆史 井上　隆史 昭53. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大阪市東淀川区豊新二丁目１０番常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２７号 (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255230-02162 吉田歯科医院 〒533-0006 06-6327-3917吉田　裕 吉田　裕 昭53.12. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区上新庄二丁目２４常　勤:    1 新規 現存
     番２３号上新庄阪急ビル３階 (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 255330-02188 辻本歯科医院 〒533-0022 06-6328-1178辻本　宣一 辻本　宣一 昭54. 1. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区菅原三丁目８番１常　勤:    1 継承 現存
     ９号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255430-02279 南平歯科医院 〒533-0012 06-6327-2802南平　健二 南平　健二 昭55.12. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区大道南三丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     １号メゾンインペリアル豊里１階(歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255530-02295 片岡歯科医院 〒533-0013 06-6328-6367藤本　嘉治 藤本　嘉治 昭56. 4. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区豊里五丁目２５番常　勤:    1 継承 現存
     ２２号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255630-02303 正岡歯科医院 〒533-0002 06-6340-8255正岡　治彦 正岡　治彦 昭56. 7. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区北江口四丁目１８常　勤:    1 新規 現存
     番８号　井高野ハイツ１０３号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255730-02311 森田歯科医院 〒533-0013 06-6326-0568森田　年也 森田　年也 昭56. 9. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区豊里二丁目１番公常　勤:    1 新規 現存
     団４号棟１階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255830-02329 久山歯科 〒533-0003 06-6326-3382久山　晃司 久山　晃司 昭56.11. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区南江口二丁目７番常　勤:    3 新規 現存
     ２７号 (歯       3) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255930-02402 木島歯科医院 〒533-0022 06-6327-0418木島　桂司 木島　桂司 昭58. 5. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区菅原七丁目１０番常　勤:    1 移転 現存
     ９号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256030-02410 松本歯科医院 〒533-0021 06-6322-6312松本　圭右 松本　圭右 昭58. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市東淀川区下新庄四丁目４番常　勤:    1 移転 現存
     ２０号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256130-02451 河合歯科医院 〒533-0032 06-6320-0010河合　満男 河合　満男 昭60. 1. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区淡路三丁目２０番常　勤:    1 新規 現存
     ２４号メゾンドール清水２階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256230-02485 倉田歯科 〒533-0021 06-6325-3055倉田　隆弘 倉田　隆弘 昭60. 6. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区下新庄６－４－３常　勤:    1 新規 現存
     　ジュンハイツ１Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 256330-02493 中尾歯科医院 〒533-0004 06-6320-5588中尾　幸一 中尾　幸一 昭60. 8. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区小松３－１０－２常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256430-02527 高津歯科医院 〒533-0023 06-6327-8668高津　信次 高津　信次 昭60.11. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区東淡路二丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     ２０号 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256530-02584 多田歯科医院 〒533-0001 06-6340-6315多田　俊彦 多田　俊彦 昭61. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区井高野一丁目３４常　勤:    1 新規 現存
     番１９号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256630-02592 春田歯科医院 〒533-0014 06-6320-3303春田　錦司 春田　錦司 昭61. 9. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区豊新四丁目２６番常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256730-02618 〒533-0021 06-6329-2662 昭62. 4. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区下新庄四丁目９番常　勤:    1 新規 現存
     ２２号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256830-02642 東歯科医院 〒533-0005 06-6328-4858東　元 東　元 昭62.11. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区瑞光五丁目２番６常　勤:    1 新規 現存
     号メイワハイツ瑞光１０２号 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256930-02659 辻本歯科クリニック 〒533-0022 06-6323-5541辻本　研二 辻本　研二 昭62.11. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区菅原七丁目３番２常　勤:    3 新規 現存
     号 (歯       3) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257030-02691 ヒロセ歯科医院 〒533-0014 06-6320-1416広瀬　浩三 広瀬　浩三 昭63. 6.26歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区豊新５－１４－３常　勤:    1 移転 現存
     　リーベン２号館２階 (歯       1) 平30. 6.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257130-02733 木原歯科 〒533-0005 06-6328-1114木原　卓司 木原　卓司 昭64. 1. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区瑞光一丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     ２４号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257230-02741 医療法人正和会　小山〒533-0022 06-6320-0857医療法人正和会　理事小山　裕 昭64. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科診療所 大阪市東淀川区菅原四丁目１番３常　勤:    1長　小山　裕 組織変更 現存
     ４号小山ビル２階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 257330-02758 市橋歯科医院 〒533-0007 06-6340-7239市橋　誠二 市橋　誠二 平元. 3. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区相川二丁目６番４常　勤:    1 新規 現存
     号久保ビル２階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257430-02766 くらがの歯科 〒533-0013 06-6370-0302九良賀野　繁雄 九良賀野　繁雄 平元. 4. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区豊里６－１－１１常　勤:    1 新規 現存
     第５豊高マンション１０６号室 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257530-02816 入来院歯科 〒533-0005 06-6324-4118入来院　光彦 入来院　光彦 平元. 9. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区瑞光四丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     ８号サン・ピア２１　３階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257630-02824 ほづみ歯科医院 〒533-0023 06-6322-5739穂積　純典 穂積　純典 平元.10. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区東淡路四丁目１２常　勤:    1 移転 現存
     番９号 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257730-02865 医療法人和光会　光井〒533-0011 06-6327-6366医療法人和光会　光井光井　三郎 平 2. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科診療所 大阪市東淀川区大桐一丁目１６番常　勤:    2歯科診療所　理事長　 組織変更 現存
     １１号和光ハイツ１階 (歯       2)光井　三郎 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257830-02881 堀歯科医院 〒533-0033 06-6328-6419堀　浩樹 堀　浩樹 平 2.12. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区東中島六丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257930-02899 さの歯科医院 〒533-0006 06-6320-6480佐野　良美 佐野　良美 平 3. 6. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区上新庄三丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ３３号田中ハイツ１階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258030-02915 吉村歯科医院 〒533-0033 06-6322-4786吉村　修 吉村　修 平 3. 5. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区東中島１－２０－常　勤:    1 継承 現存
     １２ユニゾーン新大阪ビル２階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258130-02923 アキフサ歯科医院 〒533-0021 06-6324-0974秋房　茂樹 秋房　茂樹 平 3. 7. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区下新庄５－２６－常　勤:    1 新規 現存
     １０－１１７ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258230-02931 堀田歯科医院 〒533-0005 06-6324-1118堀田　善史 堀田　善史 平 3.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東淀川区瑞光二丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号　第６瑞光ハイツ１階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258330-02964 崎原歯科医院 〒533-0033 06-6321-2068崎原　盛智 崎原　盛智 平 4. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区東中島３－１６－常　勤:    1 継承 現存
     ２１ (歯       1) 平28. 4. 1
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 258430-02972 浅井歯科 〒533-0013 06-6321-6000浅井　清幸 浅井　清幸 平 4. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市東淀川区豊里一丁目１１番常　勤:    2 新規 現存
     １４号コウジイコート小林ビル１(歯       2) 平28. 7. 1
     階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258530-03004 まえぼう歯科 〒533-0002 06-6349-9996前防　二朗 前防　二朗 平 5. 6. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区北江口四丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     ２７号インペリアル江口Ａ棟２階(歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258630-03020 山下歯科医院 〒533-0032 06-6370-0106山下　智清 山下　智清 平 5. 8. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区淡路四丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     １号松屋ビル３階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258730-03053 堀田歯科診療所 〒533-0006 06-6326-8585堀田　敬史 堀田　敬史 平 7. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区上新庄二丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ５３号第７瑞光ハイツ１階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258830-03087 おぎの歯科医院 〒533-0033 06-6329-9990荻野　晴代 荻野　晴代 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区東中島三丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     ７号　シャルマン新大阪２０１号(歯       1) 平29. 4. 1
     ２階 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258930-03103 赤松歯科医院 〒533-0031 06-6322-8211赤松　宗徳 赤松　宗徳 平 8. 7. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区西淡路三丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     ２号２階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259030-03145 玉森歯科医院 〒533-0004 06-6328-1797玉森　修司 玉森　修司 平 8.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区小松一丁目９番３常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259130-03178 下田歯科 〒533-0031 06-6323-5572下田　典子 下田　典子 平10. 7.12歯   診療所
     大阪市東淀川区西淡路一丁目１番常　勤:    1 継承 現存
     ３５号幹線東ビル８階 (歯       1) 平28. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259230-03186 森田歯科クリニック 〒533-0001 06-6827-1919森田　敏文 森田　敏文 平10.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区井高野三丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ４０号イーストハイム２１　１階(歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 259330-03210 おだ歯科医院 〒533-0006 06-4809-0814小田　晃三 小田　晃三 平11. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市東淀川区上新庄二丁目１５常　勤:    1 新規 現存
     番１８号旭丘ビル１階 (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259430-03285 守下歯科医院 〒533-0004 06-6326-9245守下　寛子 守下　寛子 平11.10. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区小松一丁目１４番常　勤:    2 移転 現存
     ２号シャトー亜寿香１階 (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259530-03319 堀田歯科クリニック 〒533-0013 06-4809-3001堀田　博史 堀田　博史 平12. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区豊里四丁目８番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259630-03327 寺井矯正歯科クリニッ〒533-0005 06-6379-6446寺井　裕 寺井　裕 平12. 3. 1矯歯 診療所
     ク 大阪市東淀川区瑞光一丁目４番１常　勤:    1 新規 現存
     号カサ・デル・ドイ２階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259730-03335 ひがし歯科 〒533-0005 06-4809-0008東　吉胤 東　吉胤 平12. 7. 3歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市東淀川区瑞光一丁目１１番常　勤:    1 移転 現存
     ３号エムステーションビル６階 (歯       1) 平24. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259830-03350 ほたに歯科 〒533-0021 06-6990-8241 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区下新庄三丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     １２号 (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259930-03368 西田歯科医院 〒533-0013 06-6990-0648西田　正弘 西田　正弘 平13. 2. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区豊里五丁目２３番常　勤:    1 新規 現存
     ４号パセオアルデア１階 (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260030-03376 悠デンタルクリニック〒533-0013 06-6325-0205田路　雅彦 田路　雅彦 平13.11. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区豊里七丁目１９番常　勤:    1 新規 現存
     ４号サンライズ御瑞宝２階 (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260130-03384 田中歯科医院 〒533-0014 06-6815-8060田中　淳 田中　淳 平14. 2. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区豊新三丁目２１番常　勤:    1 新規 現存
     １８号 (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260230-03392 つだ歯科 〒533-0005 06-6815-8217津田　一 津田　一 平14. 6. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区瑞光二丁目１３番常　勤:    1 新規 現存
     １１号アベニュー津田１階 (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 260330-03400 野歯科医院 〒533-0031 06-6322-5890瀧野　美貴子 瀧野　美貴子 平14. 5.13歯   診療所
     大阪市東淀川区西淡路三丁目１２常　勤:    1 継承 現存
     番３３号 (歯       1) 平26. 5.13
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260430-03418 医療法人　至誠歯科診〒533-0005 06-6328-3550医療法人　至誠歯科診那須　宏芳 平14. 7. 1歯   診療所
     療所 大阪市東淀川区瑞光一丁目１２番常　勤:    1療所　理事長　那須　 組織変更 現存
     １２号至誠ビル２階 (歯       1)宏芳 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260530-03434 那須歯科豊里診療所 〒533-0013 06-6323-8884西浦　功 西浦　功 平15. 4.11歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区豊里四丁目５番２常　勤:    1 継承 現存
     １号大光ビル１階 (歯       1) 平27. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260630-03475 田丸歯科 〒533-0004 06-6328-2163田丸　博人 田丸　博人 平16. 3.19歯   診療所
     大阪市東淀川区小松二丁目７番３常　勤:    2 継承 現存
     号 (歯       2) 平28. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260730-03483 吉田歯科クリニック 〒533-0005 06-6815-3982吉田　憲昭 吉田　憲昭 平17. 1. 5歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市東淀川区瑞光一丁目９番１常　勤:    1 移転 歯外 現存
     ２号 (歯       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260830-03517 寺本デンタルクリニッ〒533-0033 06-6990-5547寺本　昌司 寺本　昌司 平17. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 大阪市東淀川区東中島四丁目１番常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １４号 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260930-03525 よどがわ歯科クリニッ〒533-0031 06-6327-8500神戸　誠 神戸　誠 平17. 9. 1歯   小歯 診療所
     ク 大阪市東淀川区西淡路一丁目１８常　勤:    1 新規 現存
     番２号栃尾ビル１階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261030-03533 よしだ歯科 〒533-0032 06-6326-9700吉田　忠信 吉田　忠信 平17.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区淡路四丁目１３番常　勤:    2 新規 現存
     １６号ベルデ大森１０３ (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261130-03541 医療法人乾洋会　トミ〒533-0022 06-6990-0910医療法人乾洋会　理事小川　丈夫 平18. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     デンタルクリニック 大阪市東淀川区菅原七丁目１番１常　勤:    8長　小島　哲也 組織変更 現存
     ９号コート淡路１０２号室 (歯       8) 平30. 1. 1
     非常勤:   29
     (歯      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 261230-03574 保健生協皮膚科歯科診〒533-0032 06-6324-0183よどがわ保健生活協同下山　安津子 平18. 9. 1皮   歯   診療所
     (30-63572 ) 療所 大阪市東淀川区淡路四丁目３４番常　勤:    3組合　理事長　安達　 移転 現存
     １１号 (医       1)隆雄 平24. 9. 1
     (歯       2)
     非常勤:   14
     (医       7)
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261330-03582 永目歯科医院 〒533-0002 06-6340-7758永目　誠典 永目　誠典 平19. 3.31歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東淀川区北江口二丁目１１常　勤:    2 継承 現存
     番２１号シャトー江口１階 (歯       2) 平25. 3.31
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261430-03590 医療法人佳文会　うえ〒533-0004 06-6321-1184医療法人佳文会　理事上田　文亮 平19. 7. 1歯   小歯 診療所
     だ歯科 大阪市東淀川区小松一丁目８番２常　勤:    2長　上田　文亮 組織変更 現存
     ２号エクセレント上新８　１階 (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261530-03616 なかむら歯科医院 〒533-0004 06-6990-6767中村　直稔 中村　直稔 平19.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区小松五丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     ８号サンシャインコート１階 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261630-03624 つばき歯科クリニック〒533-0032 06-6320-8787椿本　哲也 椿本　哲也 平20. 2. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区淡路四丁目４番１常　勤:    1 新規 現存
     号マリンズ淡路１０１号室 (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261730-03632 多田歯科医院 〒533-0002 06-6340-6478多田　昭男 多田　昭男 平20. 1. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区北江口四丁目１５常　勤:    2 継承 現存
     番１３号 (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261830-03640 かなやま歯科 〒533-0013 06-6327-8148金山　敬三 金山　敬三 平20. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区豊里七丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     １８号アグライア豊里１０１号 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261930-03657 医療法人　ニイヤ歯科〒533-0032 06-6325-2182医療法人ニイヤ歯科　新谷　啓一 平20.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東淀川区淡路四丁目１４番常　勤:    2理事長　新谷　啓一 移転 現存
     １５号 (歯       2) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262030-03665 くすのき歯科 〒533-0014 06-6325-4580楠　光博 楠　光博 平21. 6. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区豊新四丁目２５番常　勤:    1 移転 現存
     ９号ハッピーハイム１階 (歯       1) 平27. 6. 1
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 262130-03681 西谷歯科クリニック 〒533-0004 06-4809-1182西谷　大樹 西谷　大樹 平21. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市東淀川区小松一丁目１２番常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２８号アスティオン・オルキス１(歯       1) 平27. 9. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262230-03699 村井歯科医院 〒533-0015 06-6328-3920村井　真治郎 村井　真治郎 平21.12. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区大隅一丁目６番５常　勤:    1 移転 現存
     ４号 (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262330-03707 かえこ歯科医院 〒533-0005 06-6325-3900糠谷　佳永子 糠谷　佳永子 平22. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区瑞光一丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     ８号ブロッサム瑞光ビル１階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262430-03715 医療法人　敬友会　の〒533-0033 06-6320-7731医療法人敬友会　理事上田　豊秀 平22. 7. 1歯   診療所
     ぞみ歯科医院 大阪市東淀川区東中島四丁目２番常　勤:    1長　上田　豊秀 組織変更 現存
     ５号新大阪野元ビル１階 (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262530-03723 有岡歯科医院 〒533-0015 06-6325-8080有岡　貴行 有岡　貴行 平23. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東淀川区大隅一丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     １号凱旋門ビル　１階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262630-03731 医療法人　節和会　み〒533-0001 06-4862-8181医療法人　節和会　理菅原　祥晴 平23. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     ことデンタルクリニッ大阪市東淀川区井高野三丁目３番常　勤:    3事長　佐伯　太朗 新規 矯歯 現存
     ク ５７号 (歯       3) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262730-03749 神谷歯科医院 〒533-0022 06-6323-8967神谷　光宣 神谷　光宣 平23. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区菅原５丁目１１番常　勤:    1 移転 現存
     ４号ＬｉｆｅＲｏａｄ１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262830-03756 医療法人　ＰＢＨ会　〒533-0011 06-6370-8667医療法人　ＰＢＨ会　木川　敬一 平23.10. 7歯   小歯 歯外診療所
     きかわ歯科クリニック大阪市東淀川区大桐二丁目７番１常　勤:    1理事長　木川　敬一 移転 現存
     ６号上新庄グランドハイツ北１階(歯       1) 平29.10. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 262930-03764 医療法人　たんぽぽ会〒533-0005 06-6160-0070医療法人　たんぽぽ会吉岡　崇 平24. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     　歯科東淀川院 大阪市東淀川区瑞光４丁目３番２常　勤:    2　理事長　大嶋　俊一 新規 現存
     ８号 (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263030-03772 とも　矯正歯科 〒533-0023 06-4862-4182荻野　智子 荻野　智子 平24. 4. 1矯歯 診療所
     大阪市東淀川区東淡路２丁目１６常　勤:    1 新規 現存
     番２号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263130-03780 冨士田歯科医院 〒533-0023 06-6327-4182冨士田　益久 冨士田　益久 平24. 3. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区東淡路４丁目２１常　勤:    2 移転 現存
     番１６号東淡路豊源ビル１階１０(歯       2) 平30. 3. 1
     １号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263230-03798 はなまる歯科 〒533-0014 06-6829-6720中島　誠 中島　誠 平24.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東淀川区豊新１丁目１番５常　勤:    1 新規 現存
     号レックス豊新１Ｆ (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263330-03806 木原歯科医院 〒533-0005 06-6329-2989木原　伸彰 木原　伸彰 平25. 2. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区瑞光２丁目１１番常　勤:    2 継承 現存
     １２号 (歯       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263430-03814 しみず歯科クリニック〒533-0013 06-6370-6480清水　雅 清水　雅 平25. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区豊里７丁目３３番常　勤:    1 新規 現存
     ７号サニークレスト忠１０１ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263530-03822 つつみした歯科 〒533-0022 06-6160-4618堤下　大樹 堤下　大樹 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東淀川区菅原６丁目１９番常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263630-03830 医療法人　阡周会　く〒533-0023 06-6323-8211医療法人　阡周会　理黒田　祐彰 平25.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ろだ歯科医院 大阪市東淀川区東淡路五丁目１６常　勤:    7事長　黒田　祐彰 移転 歯外 現存
     番８号 (歯       7) 平25.12. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263730-03848 さきた歯科医院 〒533-0021 06-6160-1010崎田　典男 崎田　典男 平26. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区下新庄５－２－１常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 263830-03855 江並歯科 〒533-0022 06-6322-9336江並　大和 江並　大和 平26. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東淀川区菅原５丁目１１番常　勤:    2 移転 現存
     ３７号 (歯       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263930-03871 井高野歯科医院 〒533-0002 06-6476-9622宮尾　昂佑 宮尾　昂佑 平27. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東淀川区北江口１丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264030-03889 気づき歯科クリニック〒533-0005 06-6328-7989医療法人社団気づき会堀内　宏 平27. 4. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区瑞光一丁目８番１常　勤:    1　理事長　堀内　宏 組織変更 現存
     ２号ノーヴァ鍵本１階Ａ号室 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264130-03897 とうえ歯科クリニック〒533-0001 06-6829-1182東江　正裕 東江　正裕 平27. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市東淀川区井高野２丁目５番常　勤:    2 新規 現存
     ８号井高野中央ビル２階Ａ区画 (歯       2) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264230-03913 長谷川歯科クリニック〒533-0004 06-4862-5555長谷川　誠実 長谷川　誠実 平27.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区小松１丁目９番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号 (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264330-03921 たけはし歯科診療所 〒533-0023 06-6329-7260竹橋　康雄 竹橋　康雄 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市東淀川区東淡路四丁目２０常　勤:    1 移転 現存
     番２号シャーメゾン・エーデルワ(歯       1) 平28. 4. 1
     イス１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264430-03939 守下歯科医院 〒533-0021 06-6328-6877守下　克己 守下　克己 平29. 3. 1歯   診療所
     大阪市東淀川区下新庄五丁目２番常　勤:    1 移転 現存
     １４号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264530-03947 コンパスデンタルクリ〒533-0007 06-6195-2447医療法人社団コンパス内田　浩 平29. 7. 1歯   内   診療所
     (30-63945 ) ニック大阪 大阪市東淀川区相川２丁目２０番常　勤:    2　理事長　後藤　基温 移転 現存
     １０号太田ビル２階２０１号 (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       1)
     (歯       3)
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 264630-03954 イクシマ歯科クリニッ〒533-0021 06-4862-4412生島　 裕 生島　 裕 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市東淀川区下新庄４丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     番３４号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264731-00891 護邦歯科医院 〒535-0022 06-6951-4369護邦　忠弘 護邦　忠弘 昭51. 5. 1歯   診療所
     大阪市旭区新森４－２６－９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264831-01014 平歯科医院 〒535-0002 06-6951-5852平　正樹 平　正樹 昭55. 4. 1歯   診療所
     大阪市旭区大宮１－３－３ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264931-01022 石原歯科医院 〒535-0012 06-6951-4180石原　邦雄 石原　邦雄 昭55. 5. 1歯   診療所
     大阪市旭区千林一丁目４番１号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265031-01030 三輪歯科医院 〒535-0013 06-6952-2934三輪　健太 三輪　健太 昭55. 7. 1歯   診療所
     大阪市旭区森小路一丁目１１番１常　勤:    1 新規 現存
     号出口ビル２階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265131-01048 巽歯科医院 〒535-0022 06-6953-8000巽　久宣 巽　久宣 昭55.11. 1歯   診療所
     大阪市旭区新森三丁目９番１６号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265231-01089 中井歯科医院 〒535-0011 06-6954-2846中井　正彦 中井　正彦 昭58. 2. 1歯   診療所
     大阪市旭区今市二丁目１１番２３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265331-01097 岡歯科医院 〒535-0012 06-6953-7281岡　信孝 岡　信孝 昭58. 3. 1歯   診療所
     大阪市旭区千林二丁目１０番２１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265431-01147 松島歯科医院 〒535-0013 06-6951-5166松島　諒 松島　諒 昭58.10.26歯   診療所
     大阪市旭区森小路二丁目１６番１常　勤:    1 継承 現存
     ５号 (歯       1) 平28.10.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265531-01154 赤尾歯科 〒535-0012 06-6955-0818赤尾　英夫 赤尾　英夫 昭59. 1. 1歯   診療所
     大阪市旭区千林一丁目５番３号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265631-01196 赤塚歯科クリニック 〒535-0031 06-6953-6670赤塚　弘明 赤塚　弘明 昭60. 1. 1歯   診療所
     大阪市旭区高殿四丁目２２番３３常　勤:    1 新規 現存
     －２０２ナビオ関目２階 (歯       1) 平30. 1. 1
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 265731-01204 山本歯科 〒535-0022 06-6955-6084山本　俊剛 山本　俊剛 昭60. 3. 1歯   診療所
     大阪市旭区新森３－７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265831-01295 佐々木歯科クリニック〒535-0002 06-6951-6550佐々木　香魚子 佐々木　香魚子 昭61.12. 1歯   小歯 診療所
     大阪市旭区大宮三丁目１７番７号常　勤:    1 新規 現存
     江南マンション (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265931-01303 口分田歯科 〒535-0022 06-6951-8219口分田　学 口分田　学 昭61.12. 1歯   診療所
     大阪市旭区新森四丁目４番３号カ常　勤:    2 新規 現存
     ルム旭１階 (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266031-01345 井口歯科医院 〒535-0002 06-6951-5219井口　泰範 井口　泰範 昭62. 7. 1歯   診療所
     大阪市旭区大宮三丁目１２番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266131-01378 井上歯科 〒535-0021 06-6951-3860井上　富姫子 井上　富姫子 昭63. 5. 1歯   診療所
     大阪市旭区清水三丁目３番３３号常　勤:    1 新規 現存
     １階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266231-01386 かん歯科医院 〒535-0004 06-6921-5251韓　哲虎 韓　哲虎 昭63. 7. 1歯   診療所
     大阪市旭区生江一丁目９番１８号常　勤:    1 新規 現存
     森長メディカルビル４階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266331-01410 中谷歯科 〒535-0021 06-6953-8148中谷　憲博 中谷　憲博 昭63. 8. 1歯   診療所
     大阪市旭区清水一丁目１７番１３常　勤:    2 移転 現存
     号 (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266431-01428 柴田歯科医院 〒535-0022 06-6956-5555柴田　聡明 柴田　聡明 昭63.10. 1歯   診療所
     大阪市旭区新森三丁目９番１８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266531-01436 小田歯科医院 〒535-0022 06-6956-4618小田　哲夫 小田　哲夫 平元. 2. 1歯   小歯 診療所
     大阪市旭区新森四丁目９番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266631-01451 あおやま歯科 〒535-0003 06-6954-3344青山　直人 青山　直人 平元. 6. 1歯   診療所
     大阪市旭区中宮三丁目１３番２１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266731-01485 吉冨歯科 〒535-0003 06-6956-1020吉冨　健太郎 吉冨　健太郎 平元.11. 1歯   診療所
     大阪市旭区中宮五丁目４番３０号常　勤:    1 新規 現存
     ライオンズマンション千林大宮１(歯       1) 平28.11. 1
     ０６号
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 266831-01493 政近歯科医院 〒535-0011 06-6952-2338政近　勇 政近　勇 平 2. 3.24歯   診療所
     大阪市旭区今市一丁目１１番９号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266931-01519 吉澤歯科医院 〒535-0012 06-6951-1006吉澤　秀樹 吉澤　秀樹 平 3. 5. 1歯   診療所
     大阪市旭区千林２丁目９番２１号常　勤:    1 新規 現存
     パンプキンハウス１階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267031-01535 山崎歯科 〒535-0021 06-6951-7044山崎　敏彦 山崎　敏彦 平 4. 4. 1歯   診療所
     大阪市旭区清水３丁目２１番１９常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267131-01543 勝山歯科医院 〒535-0002 06-6952-4182勝山　広規 勝山　広規 平 4. 6. 1歯   診療所
     大阪市旭区大宮四丁目３番２４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267231-01568 医療法人富歯会　新森〒535-0022 06-6951-8211医療法人富歯会　理事川上　俊輔 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 大阪市旭区新森七丁目１５番１１常　勤:    2長　川上　富清 組織変更 現存
     号メゾン・ド・アルモニー１階 (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267331-01576 倉松歯科医院 〒535-0001 06-6953-6722倉松　常俊 倉松　常俊 平 5. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市旭区太子橋一丁目２番２９常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267431-01584 生島歯科医院 〒535-0013 06-6953-2841生島　卓也 生島　卓也 平 6. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市旭区森小路１－８－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267531-01592 吉安歯科医院 〒535-0022 06-6955-1841吉安　高左郎 吉安　高左郎 平 7. 3. 1歯   診療所
     大阪市旭区新森四丁目８番２６号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267631-01618 江崎歯科 〒535-0012 06-6955-2433江崎　正人 江崎　正人 平 8.11. 1歯   診療所
     大阪市旭区千林二丁目１８番２２常　勤:    1 新規 現存
     号江崎ビル１階・２階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267731-01642 もがり歯科医院 〒535-0002 06-6951-5608茂苅　拡治 茂苅　拡治 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市旭区大宮１丁目１９番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267831-01659 三浦歯科 〒535-0002 06-6953-8460三浦　博志 三浦　博志 平 9. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大阪市旭区大宮二丁目１７番１１常　勤:    1 新規 現存
     号三浦ビル１階 (歯       1) 平30. 5. 1
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 267931-01667 村田歯科医院 〒535-0031 06-6953-6016村田　清治 村田　清治 平 9. 9. 1歯   診療所
     大阪市旭区高殿五丁目４番１５号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268031-01709 東歯科医院 〒535-0005 06-6928-1181東　譲 東　譲 平10. 3. 1歯   診療所
     大阪市旭区赤川一丁目３番５号レ常　勤:    1 移転 現存
     ーベン旭３階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268131-01717 高原歯科クリニック 〒535-0022 06-6957-4182高原　成和 高原　成和 平11. 3. 1歯   診療所
     大阪市旭区新森六丁目１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268231-01725 さくらい歯科 〒535-0031 06-6929-8768桜井　康雄 桜井　康雄 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市旭区高殿二丁目１４番１５常　勤:    1 新規 現存
     号マンション第二蔵１階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268331-01766 岩本歯科医院 〒535-0005 06-6927-1181岩本　奈里子 岩本　奈里子 平12. 8. 1歯   診療所
     大阪市旭区赤川三丁目２番１３号常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268431-01774 稲田歯科医院 〒535-0002 06-6954-6610稲田　芳樹 稲田　芳樹 平12. 8. 1歯   診療所
     大阪市旭区大宮一丁目１３番１０常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268531-01824 齋藤歯科クリニック 〒535-0012 06-6951-3229齋藤　晴人 齋藤　晴人 平14. 1. 1歯   矯歯 歯外診療所
     大阪市旭区千林二丁目１番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268631-01840 やました歯科 〒535-0003 06-6952-0595山下　国士 山下　国士 平14. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市旭区中宮一丁目１２番２５常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268731-01857 北野歯科医院 〒535-0003 06-6954-0418北野　廣人 北野　廣人 平15. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市旭区中宮三丁目８番２１号常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268831-01865 川端歯科医院 〒535-0005 06-6921-5487川端　潔 川端　潔 平15. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市旭区赤川三丁目１３番４１常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 268931-01873 たろう歯科クリニック〒535-0031 06-4254-0418山口　太朗 山口　太朗 平15. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市旭区高殿四丁目７番１２号常　勤:    1 新規 現存
     高殿８１０　１階 (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269031-01899 さんこうじ歯科 〒535-0012 06-6956-8777三光寺　威志 三光寺　威志 平16.12. 1歯   小歯 診療所
     大阪市旭区千林二丁目１１番２７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269131-01907 としもりサンフィッシ〒535-0012 06-6957-6060利森　幸子 利森　幸子 平17. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ュデンタルクリニック大阪市旭区千林一丁目１１番３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269231-01923 小林歯科医院 〒535-0002 06-6956-8118小林　克則 小林　克則 平18. 2. 1歯   小歯 診療所
     大阪市旭区大宮一丁目８番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269331-01931 すずき歯科クリニック〒535-0021 06-6953-1971鈴木　康秀 鈴木　康秀 平18. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市旭区清水四丁目９番３５号常　勤:    1 新規 現存
     フローレンスコート清水１階１０(歯       1) 平30. 6. 1
     １号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269431-01949 医療法人貴綾会　いし〒535-0013 06-6955-7100医療法人貴綾会　理事石川　哲也 平18. 7. 1歯   矯歯 診療所
     かわ矯正歯科クリニッ大阪市旭区森小路二丁目１番１０常　勤:    1長　石川　哲也 組織変更 現存
     ク 号　石川ビル２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269531-01956 田原歯科医院 〒535-0005 06-6926-3838田原　克則 田原　克則 平18. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市旭区赤川四丁目１番３９号常　勤:    1 新規 現存
     あさひビル２階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269631-01980 ゆのう歯科医院 〒535-0002 06-6954-8241油納　善久 油納　善久 平19. 8. 1歯   診療所
     大阪市旭区大宮二丁目１７番２７常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269731-02004 タナベ歯科 〒535-0012 06-6951-6397多名部　泰徳 多名部　泰徳 平21. 4. 1歯   診療所
     大阪市旭区千林二丁目２番１２号常　勤:    1 移転 現存
     森岡ビル１階 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269831-02046 田島歯科医院 〒535-0001 06-6953-2408田島　敏成 田島　敏成 平21.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市旭区太子橋一丁目５番２６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 269931-02079 田歯科クリニック 〒535-0022 06-6958-3338 田　誠孝 田　誠孝 平22. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市旭区新森二丁目１番２３号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270031-02095 英保歯科医院 〒535-0022 06-7860-8148英保　愼也 英保　愼也 平22.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市旭区新森二丁目２２番４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270131-02103 はやし歯科クリニック〒535-0011 06-6953-6833林　孔二 林　孔二 平23. 7. 1歯   診療所
     大阪市旭区今市２丁目１４番１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270231-02111 大宮横山歯科 〒535-0002 06-6956-8148横山　馨 横山　馨 平23. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市旭区大宮２丁目２７番１７常　勤:    1 移転 現存
     号三宅ビル２階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270331-02137 岩本歯科 〒535-0012 06-6951-2503岩本　博文 岩本　博文 平24. 6.27歯   小歯 歯外診療所
     大阪市旭区千林２丁目１６番２１常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平30. 6.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270431-02145 医療法人　應信会　と〒535-0012 06-6957-9090医療法人　應信会　理利森　仁 平24. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     しもり歯科医院 大阪市旭区千林２丁目１５番２６常　勤:    2事長　利森　仁 組織変更 現存
     号 (歯       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270531-02152 医療法人　一縁会　よ〒535-0013 06-6951-4618医療法人　一縁会　理吉田　泰規 平25. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     こいデンタルクリニッ大阪市旭区森小路二丁目１７番１常　勤:    4事長　横井　宏一朗 組織変更 現存
     ク ５号エレガントヒルズ１階１０１(歯       4) 平25. 1. 1
     号室 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270631-02160 医療法人　藤井歯科　〒535-0022 06-6954-5616医療法人　藤井歯科　岩山　和史 平25. 2. 1歯   診療所
     森小路分院 大阪市旭区新森３丁目３番３１号常　勤:    1理事長　藤井　良郎 新規 現存
     森小路清水会クリニック１階 (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270731-02178 高津歯科医院 〒535-0004 06-6922-2103髙津　兆雄 髙津　兆雄 平25. 2.19歯   診療所
     大阪市旭区生江２丁目６番５号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平25. 2.19
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 270831-02228 藤田歯科医院 〒535-0022 06-6953-2355福田　雅美 福田　雅美 平26. 9.21歯   矯歯 小歯診療所
     大阪市旭区新森２丁目１７番２０常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平26. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270931-02236 今市田中歯科医院 〒535-0011 06-6951-1767田中　健夫 田中　健夫 平26.11. 1歯   診療所
     大阪市旭区今市１丁目１番１１号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271031-02244 高殿歯科 〒535-0031 06-6952-1817小野　正志 小野　正志 平27. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市旭区高殿７丁目１８番２７常　勤:    1 組織変更 歯外 現存
     号 (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271131-02251 ＣＯＣＯ　ＤＥＮＴＡ〒535-0022 06-6180-8907井上　優子 井上　優子 平27. 6. 1歯   小歯 診療所
     Ｌ　ＣＬＩＮＩＣ 大阪市旭区新森３丁目１６－２２常　勤:    2 新規 現存
     大日ビル１階 (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271231-02269 医療法人健笑会　うら〒535-0031 06-6964-4148医療法人健笑会　理事浦田　智久 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     たデンタルクリニック大阪市旭区高殿六丁目３－１５ハ常　勤:    1長　浦田　智久 組織変更 現存
     イツアドニス２Ｆ (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271331-02277 医療法人伸明会　橘歯〒535-0002 06-6952-8148医療法人伸明会　理事越出　満郎 平28. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     科クリニック 大阪市旭区大宮一丁目１－５グリ常　勤:    1長　白井　利明 新規 現存
     ーンプラザマンション２０１号 (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271431-02285 医療法人裕豊会　みず〒535-0001 06-4254-3666医療法人裕豊会　理事水谷　文洋 平28. 9. 1歯   小歯 診療所
     たにデンタルクリニッ大阪市旭区太子橋一丁目１番１号常　勤:    2長　水谷　文洋 組織変更 現存
     ク ロンポトー１０１号室 (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271532-00477 常喜歯科医院 〒570-0052 06-6991-2426常喜　郁 常喜　郁 昭39. 1. 8歯   診療所
     守口市松下町１番３３号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271632-00642 真舘歯科 〒570-0013 06-6901-6827真舘　勲 真舘　勲 昭46. 5. 1歯   診療所
     守口市東町二丁目１４番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 271732-00840 栗原歯科医院 〒570-0079 06-6991-1347栗原　重勝 栗原　重勝 昭53.11. 1歯   診療所
     守口市金下町一丁目９番９号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271832-00857 森本歯科医院 〒570-0071 06-6997-4058森本　雅憲 森本　雅憲 昭54. 4. 1歯   小歯 診療所
     守口市祝町７－８ 常　勤:    2 新規 休止
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271932-00865 出田歯科医院 〒570-0033 06-6997-5268出田　史朗 出田　史朗 昭54. 5. 1歯   診療所
     守口市大宮通４－１－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272032-00881 吉田歯科医院 〒570-0005 06-6906-5422吉田　春陽 吉田　春陽 昭55. 4. 1歯   診療所
     守口市八雲中町一丁目１５番７号常　勤:    2 新規 現存
     一博マンション２０１ (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272132-00956 山本歯科医院 〒570-0011 06-6902-4886山本　昇 山本　昇 昭58. 2. 1歯   診療所
     守口市金田町二丁目１３番１４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272232-00972 飯田歯科医院 〒570-0035 06-6997-2344飯田　直 飯田　直 昭58. 4. 1歯   診療所
     守口市東光町３－１１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272332-00998 髙木歯科医院 〒570-0021 06-6906-5566髙木　裕明 髙木　裕明 昭59. 2. 1歯   診療所
     守口市八雲東町二丁目６１番１４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272432-01012 森歯科医院 〒570-0025 06-6998-4503森　敏 森　敏 昭59. 6. 1歯   小歯 診療所
     守口市竜田通二丁目１番１３号サ常　勤:    1 新規 現存
     ンシャインＭ１階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272532-01038 中辻歯科医院 〒570-0014 06-6905-1706中辻　正憲 中辻　正憲 昭60. 4. 1歯   診療所
     守口市藤田町１－２－２７シティ常　勤:    1 新規 現存
     ハイツ古川橋 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272632-01046 山本歯科医院 〒570-0003 06-6903-4070山本　晃 山本　晃 昭60. 5. 1歯   小歯 診療所
     守口市大日町４－８－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 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   279 頁

 272732-01061 柿原歯科診療所 〒570-0012 06-6905-1914柿原　秀年 柿原　秀年 昭60. 7. 1歯   小歯 診療所
     守口市大久保町１－５１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272832-01095 西橋歯科医院 〒570-0002 06-6901-8148西橋　喜嗣 西橋　喜嗣 昭60. 9. 1歯   診療所
     守口市佐太中町三丁目１７番１９常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272932-01129 崗本矯正歯科 〒570-0056 06-6992-1012崗本　晋沢 崗本　晋沢 昭61. 5. 1歯   矯歯 診療所
     守口市寺内町二丁目７番２７号富常　勤:    1 新規 現存
     士火災ビル４階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273032-01251 山中歯科医院 〒570-0003 06-6904-1155山中　善樹 山中　善樹 平元. 6. 1歯   診療所
     守口市大日町二丁目１番７号エト常　勤:    1 新規 現存
     ワール大日２０１号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273132-01269 小林歯科医院 〒570-0015 06-6903-9515小林　修子 小林　修子 平元. 5.10歯   診療所
     守口市梶町四丁目７８番２号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273232-01285 医療法人清譽会　寺西〒570-0079 06-6992-8777医療法人清譽会　理事寺西　昭二 平元. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科クリニック 守口市金下町一丁目８番６号 常　勤:    1長　寺西　昭二 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273332-01293 医療法人　木崎歯科医〒570-0031 06-6997-0001医療法人　木崎歯科医木﨑　正 平元. 7. 1歯   診療所
     院 守口市橋波東之町一丁目４番２６常　勤:    1院　理事長　木﨑　正 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273432-01301 医療法人　三浦歯科医〒570-0038 06-6994-0918医療法人　三浦歯科医三浦　均 平元. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 守口市河原町１０番１５テルプラ常　勤:    1院　理事長　三浦　均 組織変更 歯外 現存
     ザ内２２６ (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273532-01319 山本歯科医院 〒570-0053 06-6991-0323山本　洋幸 山本　洋幸 平 2. 1. 1歯   診療所
     守口市高瀬町二丁目５番６号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273632-01327 寺田歯科医院 〒570-0083 06-6993-6060寺田　直生 寺田　直生 平 2. 4. 1歯   診療所
     守口市京阪本通二丁目１６番２１常　勤:    1 継承 現存
     号寺田ビル２０３ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 273732-01335 水谷歯科医院 〒570-0065 06-6994-8148水谷　成彦 水谷　成彦 平 2. 6. 1歯   診療所
     守口市滝井元町一丁目８番７号ア常　勤:    1 新規 現存
     スク滝井１０１ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273832-01350 医療法人　なかにし歯〒570-0011 06-6903-6480医療法人なかにし歯科中西　正尚 平 2. 7. 1歯   診療所
     科 守口市金田町二丁目６０番７号シ常　勤:    1　理事長　中西　正尚 組織変更 現存
     ティライフ中西１階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273932-01384 太西歯科医院 〒570-0006 06-6993-1864太西　収 太西　収 平 3. 5. 1歯   診療所
     守口市八雲西町２丁目２４－７　 新規 現存
     エイトアベニュー２階 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274032-01392 菱田歯科医院 〒570-0081 06-6996-5565菱田　茂規 菱田　茂規 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     守口市日吉町二丁目３番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274132-01400 オカモト歯科医院 〒570-0009 06-6906-1664岡本　広澤 岡本　広澤 平 5. 6. 1歯   診療所
     守口市大庭町一丁目１番３号エス常　勤:    1 新規 現存
     ポアール・ＤＡＮＮＯ１階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274232-01418 医療法人　竹下歯科医〒570-0011 06-6905-8101医療法人竹下歯科医院竹下　雅江 平 5. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 守口市金田町三丁目１４番９号 常　勤:    1　理事長　竹下　雅江 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274332-01426 医療法人　藤井歯科 〒570-0028 06-6991-2477医療法人藤井歯科　理藤井　良郎 平 5. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     守口市本町二丁目５番１８号ＣＩ常　勤:    3事長　藤井　良郎 組織変更 現存
     Ｄビル２Ｆ (歯       3) 平29. 7. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274432-01434 医療法人　イワサキ歯〒570-0014 06-6905-3500医療法人イワサキ歯科岩﨑　晴彦 平 6. 7. 1歯   診療所
     科 守口市藤田町５－４－１８ 常　勤:    1　理事長　岩﨑　晴彦 組織変更 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274532-01442 喜多歯科医院 〒570-0032 06-6994-6487喜多　芳隆 喜多　芳隆 平 7. 6. 1歯   小歯 診療所
     守口市菊水通一丁目１６番１１号常　勤:    1 新規 現存
     ルピナス南野１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274632-01459 山本歯科医院 〒570-0034 06-6991-3159山本　洋一 山本　洋一 平 7. 7. 1歯   小歯 診療所
     守口市西郷通一丁目２番２号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 274732-01475 かない歯科医院 〒570-0063 06-6995-2633金井　秀哲 金井　秀哲 平 8. 3. 1歯   診療所
     守口市大門町一丁目２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274832-01483 伊地智歯科医院 〒570-0056 06-6991-1085伊地智　弘昌 伊地智　弘昌 平 8. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     守口市寺内町二丁目９番４１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274932-01509 村橋歯科 〒570-0017 06-6780-2500村橋　慶宣 村橋　慶宣 平 9. 5. 1歯   小歯 診療所
     守口市佐太東町二丁目４番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275032-01517 一般社団法人　守口市〒570-0033 06-6992-2217一般社団法人守口市歯村橋　慶宣 平 9. 7. 1歯   診療所
     歯科医師会歯科診療所守口市大宮通一丁目１３番７号守常　勤:    3科医師会　会長　村橋 移転 現存
     口市市民保健センター１階 (歯       3)　慶宣 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275132-01525 北田歯科 〒570-0047 06-6992-3271北田　雅則 北田　雅則 平 9.11. 1歯   診療所
     守口市寺方元町二丁目５番１５号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275232-01533 朝田歯科医院 〒570-0015 06-6780-3077朝田　武歳 朝田　武歳 平10. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     守口市梶町一丁目１１番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275332-01541 ハシグチ歯科 〒570-0035 06-6991-0101橋口　知弘 橋口　知弘 平10.12. 1歯   小歯 診療所
     守口市東光町二丁目２０番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275432-01558 はまさか歯科医院 〒570-0086 06-6993-0889濱坂　茂 濱坂　茂 平11. 4. 1歯   診療所
     守口市竹町７番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275532-01566 山﨑歯科診療所 〒570-0066 06-6991-3424山﨑　浩志 山﨑　浩志 平11. 4. 1歯   小歯 診療所
     守口市梅園町１番５号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 275632-01574 田中歯科 〒570-0062 06-6998-7211田中　茂宏 田中　茂宏 平11. 6. 1歯   診療所
     守口市馬場町二丁目４番２４号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275732-01582 荒木歯科医院 〒570-0083 06-6995-1182荒木　薫 荒木　薫 平11. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     守口市京阪本通一丁目７番４号フ常　勤:    1 新規 現存
     ロレアール守口１階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275832-01616 川原歯科 〒570-0035 06-6991-3188川原　大 川原　大 平12. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     守口市東光町一丁目２３番３号 常　勤:    5 継承 現存
     (歯       5) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275932-01657 一般社団法人守口市歯〒570-0033 06-6995-2888一般社団法人守口市歯寺野　裕樹 平13. 8. 1歯   診療所
     科医師会　あおば歯科守口市大宮通一丁目１３番７号守常　勤:    2科医師会　会長　村橋 新規 現存
     診療所 口市市民保健センター１階 (歯       2)　慶宣 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276032-01665 崗本歯科医院 〒570-0045 06-6998-7455加藤　礼 加藤　礼 平13. 9. 1歯   小歯 診療所
     守口市南寺方中通三丁目１番１２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276132-01673 かしま歯科医院 〒570-0017 06-6780-5710加島　久次 加島　久次 平14. 1. 1歯   小歯 診療所
     守口市佐太東町二丁目６番１４号常　勤:    1 新規 現存
     ジャガーグリーン１階 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276232-01699 みずうら歯科 〒570-0017 06-6904-8241水浦　大樹 水浦　大樹 平14.12. 1歯   小歯 診療所
     守口市佐太東町二丁目９番１０号常　勤:    1 新規 現存
     ジャガーイーストビル３階 (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276332-01707 甲斐歯科医院 〒570-0083 06-6991-2835甲斐　敬幸 甲斐　敬幸 平14.12.30歯   診療所
     守口市京阪本通一丁目１番７号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平26.12.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276432-01749 つつみした歯科 〒570-0044 06-6991-2282堤下　宗明 堤下　宗明 平15. 8. 1歯   小歯 診療所
     守口市南寺方南通一丁目１２番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276532-01756 たにもと歯科 〒570-0094 06-6993-7711谷本　正俊 谷本　正俊 平16. 9. 1歯   小歯 診療所
     守口市京阪北本通４番１３号カー常　勤:    1 新規 現存
     サ北本通１階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276632-01798 辻田歯科医院 〒570-0056 06-6991-0225辻田　義展 辻田　義展 平17. 6. 1歯   診療所
     守口市寺内町一丁目１１番１８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
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 276732-01814 医療法人貴心会　増田〒570-0015 06-6916-1118医療法人貴心会　理事増田　勝彦 平17. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 守口市梶町四丁目６３番７号第２常　勤:    3長　増田　勝彦 組織変更 現存
     大西マンション１階 (歯       3) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276832-01830 泉田歯科医院 〒570-0028 06-6993-7290泉田　尚宏 泉田　尚宏 平18. 4.27歯   診療所
     守口市本町１丁目５－８　京阪守常　勤:    2 継承 現存
     口駅ビル３階 (歯       2) 平30. 4.27
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276932-01848 荒木矯正歯科 〒570-0003 06-6916-1183荒木　元英 荒木　元英 平18. 7. 1矯歯 診療所
     守口市大日町三丁目１番９号大日常　勤:    1 新規 現存
     フクダビル２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277032-01863 医療法人　湯川歯科医〒570-0016 06-6900-6480医療法人湯川歯科医院藤　治彦 平18.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 守口市大日東町１番１８号イオン常　勤:    6　理事長　湯川　正賴 新規 歯外 現存
     モール大日４階４０１号 (歯       6) 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277132-01889 医療法人　ともや歯科〒570-0014 06-6904-8113医療法人ともや歯科　前田　知哉 平19. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     守口市藤田町一丁目５２－１３号常　勤:    1理事長　前田　知哉 組織変更 現存
     岩井マンション１階 (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277232-01897 医療法人　中村歯科医〒570-0014 06-6901-5880医療法人中村歯科医院中村　裕 平19. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 守口市藤田町四丁目１番１５号 常　勤:    1　理事長　中村　裕 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277332-01913 わたなべ歯科医院 〒570-0014 06-6907-8148渡 　橋三 渡 　橋三 平19. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     守口市藤田町五丁目１６番地の１常　勤:    1 新規 現存
     林ビル１階 (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277432-01921 にしお歯科クリニック〒570-0003 06-6907-0222西尾　昌峰 西尾　昌峰 平20. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     守口市大日町二丁目１番２７号グ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ランジュール４４　１階 (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277532-01962 医療法人恵富会　めぐ〒570-0075 06-6995-6480医療法人恵富会　理事西井　恵 平23. 1. 1歯   小歯 診療所
     み歯科 守口市紅屋町８番８号 常　勤:    2長　西井　恵 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 277632-01996 太子橋駅前　島添歯科〒570-0083 06-6997-6655島添　貴志 島添　貴志 平24. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     守口市京阪本通１丁目３－２　新常　勤:    1 新規 現存
     近藤ビル３Ｆ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277732-02028 医療法人靖正会　守口〒570-0025 06-6995-5454医療法人靖正会　理事越地　祐貴 平25. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     駅前歯科クリニック 守口市竜田通１丁目１番７号ル・常　勤:    3長　中村　信一郎 組織変更 現存
     メトロ１階 (歯       3) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277832-02036 医療法人　ふじしろ歯〒570-0012 06-6901-6714医療法人　ふじしろ歯藤城　久裕 平25. 7. 1歯   小歯 診療所
     科 守口市大久保町３丁目５番２０号常　勤:    1科　理事長　藤城　久 組織変更 現存
     三東ハイツ１階 (歯       1)裕 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277932-02044 医療法人　かわい歯科〒570-0083 06-6998-4617医療法人　かわい歯科河合　啓次 平26. 2. 1歯   歯外 矯歯診療所
     クリニック 守口市京阪本通２丁目３番１号Ｍ常　勤:    1クリニック　理事長　 移転 小歯 現存
     ＴＯＳビル１階 (歯       1)河合　啓次 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278032-02051 まつむら歯科クリニッ〒570-0083 06-6780-4618松村　圭一朗 松村　圭一朗 平26. 3. 1歯   小歯 診療所
     ク 守口市京阪本通２丁目３番１０号常　勤:    1 新規 現存
     ピジェブラン守口２階 (歯       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278132-02069 寺野歯科医院 〒570-0079 06-6991-6553寺野　新 寺野　新 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     守口市金下町１－４－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278232-02077 大日しらかば歯科キッ〒570-0016 06-6991-8444医療法人社団伸友会　清末　佑樹 平26. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ズデンタルクリニック守口市大日東町２番１３サンマー常　勤:    2理事長　清末　佑樹 新規 現存
     クス大日ステーションレジデンス(歯       2) 平26. 6. 1
     ２０４ 非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278332-02085 Ｎｉｃｏｔｔ歯科 〒570-0048 06-6991-1212西口　遼平 西口　遼平 平27. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     守口市寺方本通２丁目３番１０号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278432-02101 医療法人社団　けんこ〒570-0027 06-6998-3344医療法人社団　けんこ髙　明善 平28. 6. 1歯   小歯 診療所
     う会　守口つだ矯正歯守口市桜町６番８号　守口駅前敷常　勤:    2う会　理事長　津田　 新規 現存
     科・歯科 島ビル２０１号 (歯       2)賢治 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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 278532-02119 なかの歯科クリニック〒570-0034 06-6991-4488中野　寛士 中野　寛士 平28. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     守口市西郷通四丁目４番１２号 常　勤:    4 移転 現存
     (歯       4) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278632-02135 医療法人リヒタント　〒570-0042 06-6997-5633医療法人リヒタント　岡本　建沢 平29. 1.10歯   小歯 診療所
     岡本歯科診療所 守口市寺方錦通三丁目１番１０号常　勤:    1理事長　岡本　建沢 移転 現存
     (歯       1) 平29. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278732-02143 はやし歯科医院 〒570-0033 06-6992-4550林　邦彦 林　邦彦 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     守口市大宮通四丁目１１番２４号常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278832-02150 なかがわ歯科クリニッ〒570-0079 06-6994-6050中川　陽介 中川　陽介 平29. 7. 3歯   小歯 歯外診療所
     ク 守口市金下町２丁目６番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278932-02168 医療法人　新井歯科ク〒570-0083 06-6995-4712医療法人新井歯科クリ新井　貴三 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 守口市京阪本通一丁目３番６号Ｍ常　勤:    1ニック　理事長　新井 組織変更 現存
     ’ｓＦＬＡＴ１階 (歯       1)　貴三 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279032-02176 なかむら歯科医院 〒570-0036 06-6992-0648中村　 之 中村　 之 平29.12. 1歯   小歯 診療所
     守口市大枝東町１３番１４号ラピ常　勤:    1 移転 現存
     スⅡ　１階 (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279133-01036 片岡歯科医院 〒557-0031 06-6561-0451片岡　昭 片岡　昭 昭39. 1. 9歯   診療所
     大阪市西成区鶴見橋三丁目８番１常　勤:    1 継承 現存
     ６号 (歯       1) 平30. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279233-01119 水野歯科医院 〒557-0045 06-6659-5885水野　稔 水野　稔 昭40.12.10歯   診療所
     大阪市西成区玉出西一丁目５番８常　勤:    2 移転 現存
     号 (歯       2) 平28.12.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279333-01275 梅谷歯科医院 〒557-0014 06-6661-2315梅谷　元一 梅谷　元一 昭45. 1. 1歯   診療所
     大阪市西成区天下茶屋三丁目１６常　勤:    1 継承 休止
     番１６号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279433-01333 木下歯科医院 〒557-0004 06-6632-1553木下　善次郎 木下　善次郎 昭45.12. 1歯   診療所
     大阪市西成区萩之茶屋二丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     番１５号 (歯       1) 平27.12. 1
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 279533-01481 深森歯科医院 〒557-0031 06-6633-1822深森　章 深森　章 昭48. 8. 1歯   診療所
     大阪市西成区鶴見橋１－６－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279633-01549 小郷歯科医院 〒557-0054 06-6651-3039小郷　光政 小郷　光政 昭50. 5. 1歯   診療所
     大阪市西成区千本中二丁目８番３常　勤:    1 移転 現存
     ７号 (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279733-01564 石原歯科医院 〒557-0052 06-6661-7351石原　宏 石原　宏 昭51. 1. 1歯   診療所
     大阪市西成区潮路二丁目１番２７常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279833-01598 後藤歯科医院 〒557-0002 06-6641-0201後藤　進 後藤　進 昭51. 6. 1歯   診療所
     大阪市西成区太子１－１１－１３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279933-01689 屋敷歯科医院 〒557-0016 06-6631-3409屋敷　比呂夫 屋敷　比呂夫 昭54. 9. 1歯   診療所
     大阪市西成区花園北二丁目１３番常　勤:    2 移転 現存
     １号 (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280033-01697 難波歯科医院 〒557-0055 06-6659-0118難波　和之 難波　和之 昭56. 4. 1歯   診療所
     大阪市西成区千本南一丁目３番１常　勤:    1 新規 現存
     ４－１０１朝日プラザ岸ノ里１階(歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280133-01713 菅谷歯科医院 〒557-0014 06-6653-1575菅谷　正嗣 菅谷　正嗣 昭58. 2. 1歯   診療所
     大阪市西成区天下茶屋三丁目２３常　勤:    1 新規 現存
     番２０号 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280233-01721 さくま歯科医院 〒557-0034 06-6661-6480佐久間　庸光 佐久間　庸光 昭58. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西成区松１－２－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280333-01747 さいとう歯科 〒557-0054 06-6657-2915斉藤　健 斉藤　健 昭58. 8. 1歯   診療所
     大阪市西成区千本中一丁目３番２常　勤:    1 新規 現存
     号日丸ビル２階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280433-01804 クワガタ歯科 〒557-0033 06-6651-1566鍬形　充理 鍬形　充理 昭59.10.18歯   小歯 診療所
     大阪市西成区梅南三丁目８番２４常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平29.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 280533-01812 山田歯科医院 〒557-0045 06-6658-0618山田　尚男 山田　尚男 昭60. 1. 1歯   診療所
     大阪市西成区玉出西二丁目１番５常　勤:    1 新規 現存
     号小嶋ビル３階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280633-01838 山本歯科 〒557-0014 06-6653-0185山本　範子 山本　範子 昭60. 4. 1歯   診療所
     大阪市西成区天下茶屋３－９－１常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280733-01861 後藤歯科 〒557-0043 06-6653-1245後藤　淳 後藤　淳 昭61. 6. 1歯   診療所
     大阪市西成区玉出東一丁目３番２常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280833-01929 井元歯科医院 〒557-0053 06-6651-6487井元　惠一 井元　惠一 昭63. 3. 1歯   診療所
     大阪市西成区千本北１－７－２０常　勤:    1 新規 現存
     サニーハイツ１階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280933-01952 原田歯科 〒557-0041 06-6654-0418原田　浩治 原田　浩治 昭63.12. 1歯   診療所
     大阪市西成区岸里一丁目４番１５常　勤:    1 新規 現存
     号エクセレント大豊１階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281033-01960 田中歯科医院 〒557-0015 06-6652-8543田中　重幸 田中　重幸 平元. 4. 1歯   診療所
     大阪市西成区花園南１－７－２０常　勤:    1 新規 現存
     シャトウーパルテール１階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281133-01978 吉田歯科医院 〒557-0011 06-6658-7788金　政聖 金　政聖 平元. 6. 1歯   診療所
     大阪市西成区天下茶屋東二丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ５番３号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281233-01986 渋川歯科医院 〒557-0002 06-6631-5276渋川　幸次 渋川　幸次 平元.11. 1歯   診療所
     大阪市西成区太子一丁目２番４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281333-01994 山田歯科医院 〒557-0015 06-6661-5117山内　英子 山内　英子 平元.12. 3歯   診療所
     大阪市西成区花園南一丁目１０番常　勤:    1 継承 現存
     ２８号 (歯       1) 平28.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281433-02026 もとはら歯科クリニッ〒557-0052 06-6651-7271森川　麗子 森川　麗子 平 2. 8. 1歯   小歯 診療所
     ク 大阪市西成区潮路一丁目３番４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281533-02042 中井歯科医院 〒557-0014 06-6656-0801中井　啓之 中井　啓之 平 2.11. 1歯   診療所
     大阪市西成区天下茶屋三丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     番１０号 (歯       1) 平29.11. 1
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 281633-02067 松井歯科 〒557-0042 06-6659-3309松井　克之 松井　克之 平 3. 4. 1歯   診療所
     大阪市西成区岸里東２－３－２２常　勤:    1 新規 現存
     天神の森コットンビル３０２ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281733-02091 林歯科クリニック 〒557-0045 06-6656-4089黄　妙音 黄　妙音 平 4. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市西成区玉出西一丁目８番８常　勤:    2 新規 現存
     号ラ・ヴィスタ１階 (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281833-02117 医療法人　川井歯科医〒557-0016 06-6641-0625医療法人川井歯科医院川井　謙太郎 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 大阪市西成区花園北二丁目１１番常　勤:    2　理事長　川井　謙太 組織変更 現存
     ３号 (歯       2)郎 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281933-02133 かさしま歯科 〒557-0015 06-6656-8148笠島　俊哉 笠島　俊哉 平 4.12. 1歯   診療所
     大阪市西成区花園南一丁目７番２常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282033-02141 横山歯科医院 〒557-0063 06-6653-8241横山　正 横山　正 平 4.12. 1歯   診療所
     大阪市西成区南津守七丁目１３番常　勤:    1 新規 現存
     ３４号玉出グリーンプラザ１階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282133-02158 医療法人　湯川歯科医〒557-0054 06-6656-6474医療法人湯川歯科医院山下　博慎 平 5. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 大阪市西成区千本中一丁目１番１常　勤:    1　理事長　湯川　正賴 新規 歯外 現存
     号エムズ岸の里３階 (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282233-02166 井戸西歯科医院 〒557-0034 06-6657-0614井戸西　孝 井戸西　孝 平 5. 9. 1歯   診療所
     大阪市西成区松二丁目１番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282333-02182 中島歯科医院 〒557-0014 06-6661-9860中島　亨 中島　亨 平 5.10. 1歯   診療所
     大阪市西成区天下茶屋二丁目２１常　勤:    1 継承 現存
     番１７号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282433-02216 医療法人渓雲　ファミ〒557-0031 06-6567-2687医療法人渓雲　理事長 岡　大介 平 6. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リー歯科フルフィル 大阪市西成区鶴見橋三丁目４番４常　勤:    1　塚本　幸子 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282533-02224 川井歯科医院 〒557-0024 06-6568-1013川井　宏之 川井　宏之 平 6. 9. 1歯   診療所
     大阪市西成区出城三丁目１番１３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平24. 9. 1
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 282633-02240 ふじしろ歯科医院 〒557-0034 06-6661-0719藤代　智 藤代　智 平 6.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西成区松二丁目２番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282733-02265 かん歯科医院 〒557-0031 06-6567-7293韓　哲三 韓　哲三 平 7. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西成区鶴見橋二丁目５番９常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282833-02281 医療法人太陽会　清水〒557-0063 06-6656-4618医療法人太陽会　理事清水　永守 平10. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科 大阪市西成区南津守四丁目２番１常　勤:    1長　清水　永守 組織変更 現存
     ５号 (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282933-02299 福原歯科医院 〒557-0016 06-6648-4182福原　篤 福原　篤 平10. 6. 1歯   歯外 診療所
     大阪市西成区花園北二丁目８番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283033-02307 医療法人緑志会　寺嶋〒557-0045 06-6656-4584医療法人　緑志会　理寺嶋　茂一 平10. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 大阪市西成区玉出西二丁目６番１常　勤:    2事長　寺嶋　茂一 組織変更 矯歯 現存
     ５号 (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283133-02315 いのうえ歯科 〒557-0043 06-6651-3520井上　光司 井上　光司 平11. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市西成区玉出東一丁目１０番常　勤:    1 継承 現存
     １０号清川ビル１階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283233-02331 酒井歯科医院 〒557-0031 06-6632-0297酒井　薫 酒井　薫 平11. 2.15歯   診療所
     大阪市西成区鶴見橋一丁目１７番常　勤:    1 継承 現存
     ２４号 (歯       1) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283333-02349 小澤歯科医院 〒557-0053 06-6651-1150小澤　力 小澤　力 平12. 1. 1歯   診療所
     大阪市西成区千本北一丁目１１番常　勤:    1 継承 現存
     ３０号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283433-02364 池田歯科医院 〒557-0053 06-6652-1565池田　尚弘 池田　尚弘 平13. 3.12歯   診療所
     大阪市西成区千本北一丁目２番１常　勤:    1 移転 現存
     ６号 (歯       1) 平25. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283533-02372 小田歯科医院 〒557-0014 06-6658-6480小田　英明 小田　英明 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西成区天下茶屋三丁目２８常　勤:    1 新規 現存
     番２３号　ユーラクビル１階 (歯       1) 平26. 4. 1
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 283633-02398 おおで歯科医院 〒557-0054 06-6658-4488大出　征治 大出　征治 平16.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大阪市西成区千本中二丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283733-02406 六車歯科医院 〒557-0001 06-6641-2720六車　卓生 六車　卓生 平16.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市西成区山王一丁目１２番６常　勤:    2 継承 現存
     号 (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283833-02422 松澤歯科医院 〒557-0041 06-6661-1640松澤　裕之 松澤　裕之 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西成区岸里一丁目２番１１常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283933-02430 藤々木歯科医院 〒557-0054 06-6661-0059藤々木　英樹 藤々木　英樹 平17. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西成区千本中一丁目２番９常　勤:    1 移転 現存
     号グラドネスＴ・Ｈ１階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284033-02455 なかむら歯科医院 〒557-0034 06-6659-8148中村　智文 中村　智文 平17.11. 1歯   診療所
     大阪市西成区松一丁目１番２８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284133-02463 みしろ歯科医院 〒557-0032 06-6641-4618前川　幹子 前川　幹子 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西成区旭一丁目１番７号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284233-02489 かめい歯科医院 〒557-0041 06-6659-3118亀井　孝悦 亀井　孝悦 平18.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市西成区岸里二丁目２番１８常　勤:    1 新規 現存
     号ハイツ阪和１階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284333-02497 うえむら歯科 〒557-0014 06-6170-5950上村　参生 上村　参生 平18.11. 1歯   診療所
     大阪市西成区天下茶屋二丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     １２号カインド天下茶屋１階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284433-02505 倉　歯科医院 〒557-0045 06-6652-8148倉　雄宏 倉　雄宏 平18.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市西成区玉出西二丁目３番３常　勤:    1 新規 現存
     号小嶋第２ビル (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284533-02513 はばら歯科 〒557-0014 06-6659-6474三木　佳子 三木　佳子 平19. 4. 1歯   診療所
     大阪市西成区天下茶屋二丁目６番常　勤:    2 新規 現存
     ２２号コーポセンビ１階 (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284633-02521 ふじた歯科クリニック〒557-0041 06-6655-6480藤田　昌弘 藤田　昌弘 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西成区岸里三丁目３番１２常　勤:    2 新規 現存
     号アール２６　１階 (歯       2) 平25. 4. 1
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 284733-02554 おおで歯科 〒557-0052 06-6659-5544大出　俊平 大出　俊平 平20. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市西成区潮路二丁目１番２７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284833-02562 秋山歯科診療所 〒557-0003 06-6641-1086秋山　健 秋山　健 平20. 6. 1歯   診療所
     大阪市西成区天下茶屋北一丁目５常　勤:    2 継承 現存
     番４号 (歯       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284933-02570 川井歯科医院 〒557-0025 06-6561-7285川井　典子 川井　典子 平20. 8. 9歯   診療所
     大阪市西成区長橋二丁目６番４１常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平26. 8. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285033-02588 光満歯科医院 〒557-0001 06-6641-2565光満　寛典 光満　寛典 平21. 1. 1歯   診療所
     大阪市西成区山王三丁目１６番２常　勤:    2 継承 現存
     ３号 (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285133-02596 せと歯科医院 〒557-0055 06-6661-9239瀬戸　知代 瀬戸　知代 平21. 8. 9歯   矯歯 診療所
     大阪市西成区千本南一丁目１１番常　勤:    1 継承 現存
     １０号 (歯       1) 平27. 8. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285233-02604 医療法人宏和会　ユキ〒557-0055 06-6661-5577医療法人宏和会　理事山根　由紀 平22. 1. 1歯   診療所
     歯科 大阪市西成区千本南一丁目３番２常　勤:    1長　山根　由紀 組織変更 現存
     号タイホウスクエアビル３０２ (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285333-02612 医療法人髙田会　髙田〒557-0031 06-6644-0082医療法人髙田会　理事髙田　秀信 平22. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 大阪市西成区鶴見橋一丁目５番１常　勤:    2長　髙田　秀信 組織変更 現存
     ２号 (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285433-02638 医療法人　健口会　や〒557-0034 06-6656-5900医療法人　健口会　理梁川　喜舜 平22. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ながわ歯科医院 大阪市西成区松三丁目２番１１号常　勤:    1事長　梁川　喜舜 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285533-02646 わたなべ往診歯科 〒557-0016 06-6647-0034渡邉　充春 渡邉　充春 平22. 8.21歯   診療所
     大阪市西成区花園北二丁目５番６常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平28. 8.21
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 285633-02653 おうみ歯科医院 〒557-0042 06-6661-5000近江　眞吾 近江　眞吾 平22.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西成区岸里東二丁目１６番常　勤:    1 新規 現存
     １７号カーザー岸里２０３号 (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285733-02661 医療法人円石会　天下〒557-0014 06-6655-6821医療法人　円石会　理岩本　紀乃 平23. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     茶屋やまがみ歯科 大阪市西成区天下茶屋１丁目２７常　勤:    4事長　山上　博史 新規 現存
     番１４号ＰーＦＬＡＴ　１０２号(歯       4) 平29. 5. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285833-02679 二宮歯科医院 〒557-0014 06-6661-2994二宮　仁史 二宮　仁史 平23. 4.17歯   診療所
     大阪市西成区天下茶屋３丁目４番常　勤:    1 継承 現存
     ２４号 (歯       1) 平29. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285933-02703 髙部歯科クリニック 〒557-0014 06-6652-8408髙部　恭子 髙部　恭子 平25. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市西成区天下茶屋２丁目２２常　勤:    1 新規 現存
     番１７号 (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286033-02711 医療法人美和会　南津〒557-0063 06-6655-2525医療法人美和会　理事 井　紀昌 平25. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     守ファミリー歯科 大阪市西成区南津守六丁目１番７常　勤:    1長　佐伯　重和 新規 現存
     ５号 (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286133-02737 平田歯科医院 〒557-0014 06-6652-2467平田　直大 平田　直大 平26. 3. 1歯   診療所
     大阪市西成区天下茶屋２丁目１番常　勤:    1 継承 現存
     １３号 (歯       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286233-02745 医療法人一縁会　たま〒557-0044 06-6652-4618医療法人一縁会　理事許勢　文浩 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     でファミリー歯科 大阪市西成区玉出中２丁目６番１常　勤:    1長　横井　宏一朗 組織変更 現存
     ５号 (歯       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286333-02760 多田歯科 〒557-0052 06-6658-2657多田　信之 多田　信之 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市西成区潮路１丁目１０番３常　勤:    2 継承 現存
     号南米ビル２階 (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286433-02778 医療法人幸愛会　安達〒557-0055 06-6653-5100医療法人幸愛会　理事安達　典生 平28. 9. 1歯   診療所
     歯科医院 大阪市西成区千本南一丁目５番２常　勤:    1長　安達　典生 組織変更 現存
     １号 (歯       1) 平28. 9. 1
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 286533-02786 医療法人昂陽右会　堀〒557-0025 06-6567-0648医療法人昂陽右会　理中谷　善幸 平30. 3. 1歯   診療所
     口歯科 大阪市西成区長橋三丁目７番２８常　勤:    2事長　中谷　善幸 組織変更 現存
     号ブランコート１０１号 (歯       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286634-00515 中平歯科医院 〒583-0006 0729-53-4582中平　正彦 中平　正彦 昭50. 2. 1歯   診療所
     藤井寺市国府一丁目１番３号ハイ常　勤:    1 現存
     ツみささぎ２階 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286734-00531 大西歯科医院 〒583-0027 072-939-2631大西　一紀 大西　一紀 昭51. 1. 1歯   診療所
     藤井寺市岡一丁目８番３０号辻ビ常　勤:    1 現存
     ル１階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286834-00549 三村歯科医院 〒583-0027 0729-38-5840三村　義昭 三村　義昭 昭53. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     藤井寺市岡二丁目１番５３号岡本常　勤:    1 現存
     ハイツ２階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286934-00556 門口歯科医院 〒583-0012 0729-39-2660門口　正美 門口　正美 昭54. 1. 1歯   診療所
     藤井寺市道明寺二丁目５番３１号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287034-00572 寺井歯科医院 〒583-0026 0729-38-7070寺井　俊雄 寺井　俊雄 昭54. 5. 1歯   診療所
     藤井寺市春日丘３－１２－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287134-00606 オクノ歯科診療所 〒583-0024 0729-39-3039奥野　叶人 奥野　叶人 昭54.11. 1歯   小歯 診療所
     藤井寺市藤井寺一丁目１番２０号常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287234-00671 桜井歯科医院 〒583-0011 0729-52-2657桜井　克守 桜井　克守 昭58. 4. 1歯   診療所
     藤井寺市沢田２－５－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287334-00697 歯科藤田 〒583-0007 0729-54-2009藤田　德三 藤田　德三 昭59. 3. 1歯   診療所
     藤井寺市林三丁目１１番１１号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287434-00713 落合歯科 〒583-0027 0729(55)6480落合　伸行 落合　伸行 昭60. 4. 1歯   小歯 診療所
     藤井寺市岡２－２－２６岡本ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
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 287534-00747 フクダ歯科クリニック〒583-0026 0729-39-1172福田　浩史 福田　浩史 昭63.10. 1歯   診療所
     藤井寺市春日丘一丁目２番２号フ常　勤:    1 新規 現存
     ジカン第２ビル２階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287634-00762 上杉歯科医院 〒583-0024 0729(39)3693上杉　久 上杉　久 平 3. 3. 1歯   診療所
     藤井寺市藤井寺３－１１－２７ 移転 現存
     平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287734-00788 大形歯科医院 〒583-0008 0729-38-6874大形　篤広 大形　篤広 平 3.10. 1歯   診療所
     藤井寺市大井４－１６－２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287834-00796 村上歯科 〒583-0027 0729-39-7731村上　隆久 村上　隆久 平 3.10. 1歯   診療所
     藤井寺市岡二丁目８番４７号ＵＦ常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287934-00804 隅野歯科 〒583-0024 0729-54-8211隅野　智 隅野　智 平 3.10. 1歯   診療所
     藤井寺市藤井寺一丁目１７番６号常　勤:    1 新規 現存
     葭矢第８ビル２階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288034-00820 宮井歯科医院 〒583-0011 0729-53-2157宮井　芳二 宮井　芳二 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     藤井寺市沢田四丁目５番１８号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288134-00838 中林歯科医院 〒583-0033 0729-52-8689中林　弘行 中林　弘行 平 4.11. 1歯   小歯 診療所
     藤井寺市小山五丁目８番１１号第常　勤:    1 新規 現存
     ２松内ビル２階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288234-00846 門口歯科診療所 〒583-0024 0729-55-0470門口　元治 門口　元治 平 5. 1. 1歯   小歯 診療所
     藤井寺市藤井寺一丁目２番２６号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288334-00861 奥野歯科診療所 〒583-0024 0729-55-0725奥野　はるみ 奥野　はるみ 平 5.10. 1歯   小歯 診療所
     藤井寺市藤井寺一丁目１番２０号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288434-00887 片岡歯科医院 〒583-0033 0729-52-7591片岡　健哉 片岡　健哉 平 6. 4. 1歯   小歯 診療所
     藤井寺市小山１－１５－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288534-00895 時枝歯科医院 〒583-0007 0729-52-5320時枝　整 時枝　整 平 6.10. 1歯   診療所
     藤井寺市林二丁目６番５０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
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 288634-00929 保倉歯科医院 〒583-0036 0729-53-6996保倉　正和 保倉　正和 平 8. 4. 1歯   診療所
     藤井寺市恵美坂一丁目６番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288734-00960 今井歯科医院 〒583-0017 0729-54-3523今井　啓美 今井　啓美 平10. 8.17歯   小歯 診療所
     藤井寺市藤ケ丘一丁目１３番９号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288834-00986 医療法人宥和会　椿本〒583-0027 072-938-7540医療法人　宥和会　理椿本　雅宥 平12. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     歯科医院 藤井寺市岡二丁目８番９号ＤＨ８常　勤:    1事長　椿本　雅宥 組織変更 現存
     　３Ｆ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288934-01000 兵野歯科診療所 〒583-0036 0729-39-4726兵埜　芳夫 兵埜　芳夫 平16. 4. 1歯   診療所
     藤井寺市恵美坂一丁目１番１０号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289034-01018 三浦歯科医院 〒583-0021 0729-39-6480三浦　將文 三浦　將文 平16. 6. 1歯   小歯 診療所
     藤井寺市御舟町１番３５号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289134-01026 医療法人　中本矯正歯〒583-0026 072-953-8444医療法人　中本矯正歯中本　清嗣 平17. 7.20矯歯 診療所
     科 藤井寺市春日丘三丁目１番７１号常　勤:    1科　理事長　中本　清 移転 現存
     (歯       1)嗣 平29. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289234-01042 安岡歯科医院 〒583-0014 0729-52-4618安岡　優造 安岡　優造 平18. 5. 1歯   小歯 診療所
     藤井寺市野中一丁目２４０番地ブ常　勤:    1 新規 現存
     ライトビル２階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289334-01059 わか歯科 〒583-0027 0729-55-9959村上　和雅世 村上　和雅世 平18. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     藤井寺市岡二丁目１番６０号２階常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289434-01075 医療法人　古橋歯科診〒583-0026 072-955-2148医療法人古橋歯科診療古橋　一宏 平20. 5. 1歯   診療所
     療所 藤井寺市春日丘一丁目９番１１号常　勤:    1所　理事長　古橋　一 移転 現存
     (歯       1)宏 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289534-01083 山本歯科医院 〒583-0024 072-955-0721山本　貴之 山本　貴之 平20. 5. 2歯   診療所
     藤井寺市藤井寺二丁目５番１８号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平26. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289634-01091 とみしま歯科クリニッ〒583-0033 072-952-8333冨島　新也 冨島　新也 平21. 3. 1歯   小歯 診療所
     ク 藤井寺市小山四丁目６番３５号ヴ常　勤:    1 新規 現存
     ィラーシュ藤井寺１階 (歯       1) 平27. 3. 1
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 289734-01109 みはら歯科 〒583-0023 072-939-4182三原　一澄 三原　一澄 平21. 7. 1歯   診療所
     藤井寺市さくら町三丁目１番 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289834-01125 田中歯科クリニック 〒583-0024 072-955-0818田中　政行 田中　政行 平22. 4. 1歯   小歯 診療所
     藤井寺市藤井寺一丁目１６番２６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289934-01133 医療法人　神明会　印〒583-0036 072-921-5039医療法人　神明会　理印藤　倫章 平22.11. 1歯   診療所
     どうデンタルクリニッ藤井寺市恵美坂一丁目２番３号ナ常　勤:    1事長　印藤　八郎 新規 現存
     ク ービス藤井寺恵美坂　テナント３(歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290034-01141 かねむら歯科 〒583-0011 072-979-7162金村　政在 金村　政在 平23. 8. 1歯   小歯 診療所
     藤井寺市沢田３丁目６番５１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290134-01158 オリーブ歯科金村 〒583-0027 072-953-6480金村　幸範 金村　幸範 平23.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     藤井寺市岡２－７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290234-01166 はざま歯科医院 〒583-0014 072-937-3718硲　義之 硲　義之 平24. 6. 1歯   診療所
     藤井寺市野中４丁目９番２５号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290334-01182 医療法人　正亜会　さ〒583-0026 072-939-8011医療法人　正亜会　理佐藤　正幸 平26. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     とう歯科クリニック 藤井寺市春日丘１丁目６番２１号常　勤:    2事長　佐藤　正幸 組織変更 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290434-01190 医療法人信正会　こが〒583-0024 072-954-2178医療法人信正会　理事古金谷　信行 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ねや歯科医院 藤井寺市藤井寺一丁目９番１２号常　勤:    2長　古金谷　信行 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290534-01208 ふじいでら駅前歯科．〒583-0027 072-959-4618星野　真漢 星野　真漢 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     藤井寺市岡二丁目８－９　ＤＨビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１Ｆ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290634-01216 ふじわら歯科クリニッ〒583-0012 0729-36-8020藤原　崇彦 藤原　崇彦 平28. 6. 1歯   小歯 診療所
     ク 藤井寺市道明寺二丁目１－４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
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 290734-01224 医療法人正周会　サイ〒583-0015 072-939-6786医療法人正周会サイト齋藤　正郎 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     トウ歯科クリニック 藤井寺市青山二丁目１２番１０号常　勤:    1ウ歯科クリニック　理 組織変更 現存
     (歯       1)事長　齋藤　正郎 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290834-01232 医療法人　松本歯科医〒583-0007 0729-38-4930医療法人松本歯科医院松本　浩司 平29. 3. 1歯   診療所
     院 藤井寺市林六丁目６番１９号 常　勤:    2　理事長　松本　浩司 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290934-01240 医療法人雲川歯科医院〒583-0004 072-952-5777医療法人雲川歯科医院小嶋　一人 平30. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     　うめがえん歯科 藤井寺市梅が園町１８番８号 常　勤:    1　理事長　雲川　秀雄 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291035-00629 吉田歯科医院 〒585-0053 0721-72-7964吉田　征子 吉田　征子 昭55. 9. 1歯   診療所
     南河内郡千早赤阪村大字小吹６８常　勤:    1 新規 現存
     －７７４ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291135-00918 村田歯科 〒585-0011 0721-93-6811村田　俊弘 村田　俊弘 平元.10.16歯   矯歯 小歯診療所
     南河内郡河南町寺田１５５－２ 常　勤:    1 移転 歯外 現存
     (歯       1) 平28.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291235-00926 石田歯科医院 〒583-0991 0721-98-4180石田　哲也 石田　哲也 平 2. 6. 1歯   小歯 診療所
     南河内郡太子町大字春日１７２６常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291335-00934 朝田歯科医院 〒585-0002 0721(93)6471朝田　昇 朝田　昇 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     南河内郡河南町一須賀５３７－１常　勤:    1 新規 現存
     ピソデホベン１Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291435-00983 村田歯科 〒583-0991 0721-98-3741村田　省藏 村田　省藏 平16. 1. 1歯   矯歯 診療所
     南河内郡太子町春日１５１番地８常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291535-01007 貴治歯科医院 〒583-0995 0721-98-6480貴治　鏡太郎 貴治　鏡太郎 平24. 6.26歯   診療所
     南河内郡太子町太子４６６ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 6.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291635-01015 医療法人慧愛会　おお〒585-0034 0721-90-4618医療法人慧愛会　理事大西　崇 平28. 1. 1歯   小歯 診療所
     にし歯科 南河内郡河南町大字神山６４５番常　勤:    1長　大西　崇 組織変更 現存
     ２号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 291736-00304 奥田歯科医院 〒576-0016 072-892-1212奥田　忠嗣 奥田　忠嗣 昭50. 1. 1歯   診療所
     交野市星田一丁目３３番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291836-00338 竹内歯科医院 〒576-0052 072-891-7477竹内　良雄 竹内　良雄 昭53. 8. 1歯   診療所
     交野市私部二丁目１１番３３号交常　勤:    1 新規 現存
     野駅前ビル２階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291936-00346 原歯科医院 〒576-0031 072-891-6429原　稔 原　稔 昭56. 1. 1歯   診療所
     交野市森南一丁目３番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292036-00353 森川歯科医院 〒576-0022 072-893-1890森川　孝治 森川　孝治 昭56. 8. 1歯   診療所
     交野市藤が尾三丁目４番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292136-00361 横井歯科医院 〒576-0016 072-892-2510横井　時孝 横井　時孝 昭56. 8. 1歯   診療所
     交野市星田五丁目１７番１４号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292236-00387 角田歯科医院 〒576-0016 072-892-2016角田　隆 角田　隆 昭56.11. 1歯   診療所
     交野市星田五丁目８番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292336-00403 原歯科医院 〒576-0051 072-891-4896原　昭子 原　昭子 昭57. 1. 1歯   診療所
     交野市倉治二丁目２０番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292436-00429 亀井歯科医院 〒576-0041 072-893-2855亀井　正俊 亀井　正俊 昭57.12. 1歯   診療所
     交野市私部西一丁目２９番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292536-00437 後藤歯科医院 〒576-0041 072-891-0019後藤　治久 後藤　治久 昭57.12. 1歯   診療所
     交野市私部西一丁目３３番２０号常　勤:    1 移転 現存
     交野イズミヤ２階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292636-00452 石塚歯科医院 〒576-0034 072-891-4688石塚　春雄 石塚　春雄 昭60. 5. 1歯   診療所
     交野市天野が原町２－１３－１１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292736-00478 ガモウ歯科医院 〒576-0043 072-891-8906蒲生　元興 蒲生　元興 昭61. 6. 1歯   診療所
     交野市松塚１４－５－１０５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
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 292836-00494 中西歯科 〒576-0051 072-892-8745中西　淳一 中西　淳一 昭63.10. 1歯   診療所
     交野市倉治三丁目２４番３１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292936-00510 すなみ歯科医院 〒576-0016 072-893-4833角南　傑 角南　傑 平元. 5. 1歯   小歯 診療所
     交野市星田五丁目１３番３号富尾常　勤:    2 新規 現存
     ビル２０１号 (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293036-00528 医療法人　雲川歯科医〒576-0052 072-891-7222医療法人　雲川歯科医矢谷　桂子 平 2. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     院 交野市私部二丁目１４番２３号 常　勤:    2院　理事長　矢谷　桂 組織変更 現存
     (歯       2)子 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293136-00536 河津歯科医院 〒576-0022 072-892-1225河津　誠彦 河津　誠彦 平 3. 7. 1歯   小歯 診療所
     交野市藤が尾４－３－１８ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293236-00601 いたがき歯科 〒576-0016 072-892-9138板垣　史郎 板垣　史郎 平 8. 6. 1歯   診療所
     交野市星田八丁目７番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293336-00619 奥田歯科医院 〒576-0052 072-893-8070奥田　仁志 奥田　仁志 平 8. 6. 1歯   診療所
     交野市私部六丁目６番１５号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293436-00635 なかの歯科 〒576-0033 072-893-8861中野　通伸 中野　通伸 平10. 4. 1歯   診療所
     交野市私市一丁目１番２５号パス常　勤:    1 新規 現存
     トラルウッド１階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293536-00643 平沼歯科医院 〒576-0051 072-892-0069平沼　憲一 平沼　憲一 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     交野市倉治七丁目５０番１０号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293636-00650 さかた歯科医院 〒576-0041 072-892-8148坂田　剛一 坂田　剛一 平11. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     交野市私部西二丁目１番１号サン常　勤:    1 新規 現存
     メッセ交野１階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293736-00684 もりよし歯科医院 〒576-0053 072-810-5555森吉　英雄 森吉　英雄 平14. 5. 1歯   小歯 診療所
     交野市郡津一丁目６９番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
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 293836-00718 いけだ歯科クリニック〒576-0016 072-892-8282池田　伸治 池田　伸治 平14. 7. 1歯   小歯 診療所
     交野市星田三丁目３７番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293936-00726 梶歯科医院 〒576-0052 072-891-8041梶　孝夫 梶　孝夫 平15. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     交野市私部二丁目１番２５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294036-00734 医療法人　望月歯科 〒576-0052 072-893-8087医療法人望月歯科　理望月　光治 平15. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     交野市私部三丁目１８番３号 常　勤:    1事長　望月　光治 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294136-00742 さじま歯科医院 〒576-0036 072-810-0777佐嶌　英則 佐嶌　英則 平15. 9. 1歯   小歯 診療所
     交野市森北一丁目４番５号サンメ常　勤:    2 新規 現存
     ルシー１０１ (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294236-00775 医療法人　太田歯科医〒576-0041 072-891-6230医療法人太田歯科医院太田　貴之 平16.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 交野市私部西一丁目３３番６６号常　勤:    1　理事長　太田　貴之 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294336-00783 医療法人　楠元歯科医〒576-0036 072-810-5588医療法人楠元歯科医院楠元　貴司 平17. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 交野市森北一丁目３７番２－１０常　勤:    4　理事長　楠元　貴司 組織変更 現存
     １号 (歯       4) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294436-00791 医療法人光会　おかの〒576-0022 072-810-7177医療法人光会　理事長岡野　智之 平19. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科クリニック 交野市藤が尾三丁目６番２５号 常　勤:    2　岡野　智之 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294536-00809 牛嶋歯科医院 〒576-0041 072-893-8101牛嶋　眞嗣 牛嶋　眞嗣 平21. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     交野市私部西二丁目１２番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294636-00817 てらうち歯科 〒576-0041 072-892-4182寺内　浩一 寺内　浩一 平21. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     交野市私部西一丁目６番５－１０常　勤:    1 新規 現存
     ３号リベルテ交野１階 (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294736-00825 牧歯科医院 〒576-0043 072-891-5830牧　克教 牧　克教 平22. 1. 1歯   診療所
     交野市松塚３７番２０号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 294836-00833 医療法人　御真会　小〒576-0052 072-893-7731医療法人　御真会　理小山　高德 平22. 6. 1歯   診療所
     山歯科医院 交野市私部四丁目１１番１５号 常　勤:    1事長　小山　高德 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294936-00841 松野歯科クリニック 〒576-0034 072-891-6366松野　大地 松野　大地 平24.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     交野市天野が原２丁目２８番１８常　勤:    1 新規 現存
     号ベルクリニックビル１０１号 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295036-00858 オクダデンタルクリニ〒576-0017 072-860-7675奥田　尚嗣 奥田　尚嗣 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 交野市星田北３丁目１８番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295136-00866 医療法人寺嶋・塚田こ〒576-0034 072-891-6480医療法人寺嶋・塚田こ寺嶋　みづほ 平26. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     どもクリニック　みづ交野市天野が原町５丁目１４番２常　勤:    1どもクリニック　理事 新規 現存
     ほ歯科 号 (歯       1)長　寺嶋　秀幸 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295236-00874 クレモト歯科小児歯科〒576-0015 072-893-0018呉本　勝章 呉本　勝章 平28. 5. 5歯   小歯 歯外診療所
     交野市星田西三丁目１２番６号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28. 5. 5
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295336-00882 のぶ歯科クリニック 〒576-0041 072-894-4618延　隆史 延　隆史 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     交野市私部西５丁目１番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295436-00890 タマムラ歯科クリニッ〒576-0036 072-808-8572玉村　興平 玉村　興平 平29. 9. 4歯   小歯 診療所
     ク 交野市森北１丁目２２番６号磐船常　勤:    1 新規 現存
     合同医療ビル１Ｆ　１０２号 (歯       1) 平29. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295537-00237 杉本歯科医院 〒566-0024 06-6319-1020杉本　均 杉本　均 昭55. 4. 1歯   診療所
     摂津市正雀本町２－１４－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295637-00286 杉本歯科診療所 〒566-0001 06-6380-5905杉本　登 杉本　登 昭59. 7. 1歯   診療所
     摂津市千里丘１－４－２０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295737-00336 近藤歯科医院 〒566-0001 06-6337-0721近藤　昌嗣 近藤　昌嗣 昭60. 6. 1歯   診療所
     摂津市千里丘２－１２－５　ダカ常　勤:    1 新規 現存
     ーポ２Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
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 295837-00351 大野歯科医院 〒566-0035 0726(32)0500大野　正博 大野　正博 昭61. 4. 1歯   診療所
     摂津市鶴野１－６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295937-00468 かしはら歯科医院 〒566-0034 0726-37-0118柏原　肇 柏原　肇 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     摂津市香露園１７番１５号グレー常　勤:    1 新規 現存
     スヒル香露園１階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296037-00476 医療法人　浅田歯科医〒566-0001 06-6388-7892医療法人浅田歯科医院浅田　朋生 平元. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 摂津市千里丘一丁目１２番１５号常　勤:    1　理事長　浅田　朋生 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296137-00518 医療法人　米田歯科医〒566-0022 06-6319-5555医療法人米田歯科医院米田　育生 平 2. 1. 1歯   診療所
     院 摂津市三島三丁目１４番４９号 常　勤:    1　理事長　米田　育生 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296237-00534 医療法人　きじま歯科〒566-0071 072-654-8980医療法人きじま歯科医喜島　有堅 平 2. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     医院 摂津市鳥飼下三丁目８番３号サン常　勤:    1院　理事長　喜島　有 組織変更 現存
     ハイムサワヒラ１０１号、２０１(歯       1)堅 平29. 7. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296337-00542 中西歯科医院 〒566-0011 0726(22)0118中西　徹 中西　徹 平 3. 2. 1歯   診療所
     摂津市千里丘東２－１２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296437-00559 下村歯科医院 〒566-0001 06-6339-8090下村　良治 下村　良治 平 3. 7. 1歯   診療所
     摂津市千里丘一丁目１０番１５号常　勤:    1 新規 現存
     津田ビル３階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296537-00575 有馬歯科医院 〒566-0024 06-6381-6159有馬　幸宏 有馬　幸宏 平 4. 3.28歯   診療所
     摂津市正雀本町一丁目３０番２１常　勤:    2 継承 現存
     号 (歯       2) 平28. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296637-00583 医療法人　唐井歯科医〒566-0052 0726-53-0557医療法人唐井歯科医院唐井　利彦 平 4. 7. 1歯   診療所
     院 摂津市鳥飼本町五丁目９番２５号常　勤:    1　理事長　唐井　利彦 組織変更 現存
     村井ビル１階 (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296737-00591 井上歯科 〒566-0024 06-6382-6611井上　純一 井上　純一 平 5. 1.16歯   診療所
     摂津市正雀本町二丁目２１番４０常　勤:    2 継承 現存
     号 (歯       2) 平29. 1.16
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 296837-00617 松本歯科医院 〒566-0001 06-6388-0595松本　宏士 松本　宏士 平 5. 7. 1歯   診療所
     摂津市千里丘二丁目１１番７号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296937-00641 はづき歯科医院 〒566-0024 06-6381-8209鈴木　陽子 鈴木　陽子 平 8.11. 1歯   診療所
     摂津市正雀本町一丁目２３番１１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297037-00658 まこと歯科医院 〒566-0024 06-6383-2272井上　亮 井上　亮 平 9. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     摂津市正雀本町一丁目２番２１号常　勤:    1 新規 現存
     アルデールＭ，Ｙビル１階 (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297137-00666 坂口歯科医院 〒566-0043 06-6349-2949坂口　泰彦 坂口　泰彦 平 8.12.31歯   診療所
     摂津市一津屋一丁目８番１０号 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平29.12.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297237-00674 嶋本歯科医院 〒566-0074 06-6340-8815嶋本　秀吾 嶋本　秀吾 平 9.11. 1歯   診療所
     摂津市東一津屋１３番３号Ｎ・ス常　勤:    1 新規 現存
     テーションビル２階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297337-00682 医療法人親和会　田中〒566-0046 06-6340-6781医療法人親和会　理事田中　雅親 平10. 1. 1歯   診療所
     歯科 摂津市別府二丁目３１番２８号富常　勤:    1長　田中　雅親 組織変更 現存
     士パンション１階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297437-00708 そえじま歯科 〒566-0011 06-6319-6480副島　久司 副島　久司 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     摂津市千里丘東五丁目１８番２８常　勤:    1 新規 現存
     号－１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297537-00716 高橋歯科医院 〒566-0011 0726-26-2122高橋　博之 高橋　博之 平10. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     摂津市千里丘東三丁目７番２７号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     プランドール千里丘２０５ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297637-00732 ふくだ歯科 〒566-0034 0726-30-5900福田　泰明 福田　泰明 平11. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     摂津市香露園３３番１０号第２三常　勤:    1 新規 歯外 現存
     宅コーポ１階１０２号室 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297737-00740 おかもと歯科 〒566-0024 06-6382-6070岡本　達也 岡本　達也 平11.12. 1歯   小歯 診療所
     摂津市正雀本町一丁目１８番６号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 297837-00765 医療法人　小坂歯科医〒566-0064 072-653-4118医療法人　小坂歯科医小坂　峰雄 平15. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 摂津市鳥飼中一丁目２３番３号 常　勤:    1院　理事長　小坂　峰 移転 現存
     (歯       1)雄 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297937-00773 しらかみ歯科医院 〒566-0024 06-6318-1212白神　明彦 白神　明彦 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     摂津市正雀本町一丁目２１番２２常　勤:    1 新規 現存
     号辻浦マンション１階 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298037-00781 ひろ歯科 〒566-0001 06-6338-5888荒川　義浩 荒川　義浩 平15. 5. 8歯   小歯 矯歯診療所
     摂津市千里丘二丁目１０番２号 常　勤:    1 移転 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298137-00807 かとう歯科医院 〒566-0001 06-6385-2800加藤　正直 加藤　正直 平16. 1. 1歯   診療所
     摂津市千里丘五丁目３番１７号セ常　勤:    1 新規 現存
     ントマンションむらやま２階２０(歯       1) 平28. 1. 1
     １号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298237-00831 四井歯科医院 〒566-0001 06-6389-1182四井　尋子 四井　尋子 平19. 3. 1歯   診療所
     摂津市千里丘一丁目１３番３２号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298337-00849 藤井歯科クリニック 〒566-0053 072-691-8148藤井　康文 藤井　康文 平19. 7. 1歯   小歯 診療所
     摂津市鳥飼野々一丁目３０番６号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298437-00856 とみた歯科診療所 〒566-0023 06-7492-2460冨田　英明 冨田　英明 平21. 8. 1歯   小歯 診療所
     摂津市正雀三丁目１４番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298537-00864 おだ歯科 〒566-0062 0726-53-6480尾田　充孝 尾田　充孝 平21.11. 1歯   歯外 診療所
     摂津市鳥飼上三丁目６番２１号山常　勤:    1 新規 現存
     本第２マンション２０４号 (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298637-00880 医療法人　光惠会　ひ〒566-0046 06-7860-6480医療法人　光惠会　理宮地　久崇 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     かり歯科クリニック 摂津市別府三丁目１６番１号 常　勤:    3事長　島田　光 新規 現存
     (歯       3) 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 298737-00898 小森歯科医院 〒566-0001 06-6380-5213小森　慶一 小森　慶一 平23. 9. 1歯   診療所
     摂津市千里丘１丁目４番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298837-00930 中津歯科医院 〒566-0011 072-627-1408中津　研一 中津　研一 平24. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     摂津市千里丘東２丁目１０番１号常　勤:    1 継承 現存
     フォルテ摂津３０２号 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298937-00955 医療法人良光会　 中〒566-0011 072-626-5168医療法人良光会　理事 中　光治 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 摂津市千里丘東三丁目８番１２号常　勤:    1長　辻中　光治 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299037-00963 前川歯科クリニック 〒566-0001 06-6170-5777前川　典之 前川　典之 平26. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     摂津市千里丘２丁目１５番１１号常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299137-00971 ふるや歯科クリニック〒566-0001 06-6155-4000古谷　優 古谷　優 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     摂津市千里丘５丁目３番１７－２常　勤:    1 新規 現存
     ０１号セントマンションむらやま(歯       1) 平26.10. 1
     ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299237-00997 医療法人　梶原デンタ〒566-0072 072-653-2030医療法人梶原デンタル梶原　裕 平27. 9. 1歯   小歯 診療所
     ルクリニック 摂津市鳥飼西二丁目３６番７号三常　勤:    1クリニック　理事長　 移転 現存
     栄ビル１階 (歯       1)梶原　裕 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299337-01003 医療法人宏洋会　はや〒566-0074 06-6827-6000医療法人宏洋会　理事早水　政宏 平28. 1. 1歯   小歯 診療所
     みず歯科 摂津市東一津屋４番１０号アトリ常　勤:    1長　早水　政宏 組織変更 現存
     ウム南摂津１階 (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299437-01011 すなみ歯科医院 〒566-0046 06-6349-4381角南　利彦 角南　利彦 平28. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     摂津市別府１丁目１６番９－１０常　勤:    1 移転 現存
     ２号 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299537-01029 エル歯科クリニック千〒566-0011 072-631-8241医療法人愛進会　理事油谷　征彦 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     里丘 摂津市千里丘東三丁目１番２５号常　勤:    1長　油谷　征彦 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 299637-01037 医療法人三恵会　しげ〒566-0021 06-4860-8148医療法人三恵会　理事重永　拓郎 平29. 9. 1歯   小歯 診療所
     なが歯科・矯正歯科 摂津市南千里丘４番２５号 常　勤:    2長　重永　拓郎 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299738-00151 百溪歯科医院 〒583-0864 0729-56-0040百溪　正明 百溪　正明 昭39. 9. 1歯   診療所
     羽曳野市羽曳が丘３－１－９　 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299838-00334 橘歯科医院 〒583-0856 0729-58-2262橘　道夫 橘　道夫 昭51.10. 1歯   診療所
     羽曳野市白鳥二丁目４番１５号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299938-00433 松田歯科医院 〒583-0852 0729(58)5211松田　信介 松田　信介 昭57.12. 1歯   診療所
     羽曳野市古市五丁目１２番１４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300038-00474 渡辺歯科 〒583-0852 0729-58-3265渡邉　嘉男 渡邉　嘉男 昭59. 6. 1歯   小歯 診療所
     羽曳野市古市四丁目１番４号大平常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300138-00532 神谷歯科医院 〒583-0853 0729-56-1680神谷　祐行 神谷　祐行 昭61. 5. 1歯   診療所
     羽曳野市栄町４番１号神谷ビル２常　勤:    1 新規 現存
     階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300238-00607 タケダ歯科 〒583-0882 0729(38)6480竹田　幸弘 竹田　幸弘 平元. 3. 1歯   診療所
     羽曳野市高鷲九丁目４９６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300338-00615 塚本歯科医院 〒583-0867 0729(55)8111塚本　直子 塚本　直子 平元. 4. 1歯   診療所
     羽曳野市河原城７６１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300438-00623 山本歯科 〒583-0867 0729(55)2285山本　明平 山本　明平 平元. 4. 1歯   診療所
     羽曳野市河原城６１－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300538-00649 医療法人　角田歯科医〒583-0853 0729-58-3182医療法人角田歯科医院角田　隆志 平元. 7. 1歯   診療所
     院 羽曳野市栄町４番１１号橋上ビル常　勤:    1　理事長　角田　隆志 組織変更 現存
     ２階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 300638-00664 医療法人　比奈本歯科〒583-0864 0729-57-3088医療法人比奈本歯科　比奈本　英彦 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     羽曳野市羽曳が丘四丁目１４番６常　勤:    1理事長　比奈本　英彦 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300738-00680 医療法人　山岡歯科医〒583-0872 0729-58-6996医療法人山岡歯科医院山岡　洋 平 2. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 羽曳野市はびきの一丁目４番６号常　勤:    3　理事長　山岡　洋 組織変更 現存
     (歯       3) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300838-00730 医療法人　斎藤歯科医〒583-0856 0729-58-0612医療法人　齋藤歯科医齋藤　充弘 平 3.10. 7歯   小歯 歯外診療所
     院 羽曳野市白鳥一丁目２番１６号エ常　勤:    3院　理事長　齋藤　充 移転 矯歯 現存
     スカ２階 (歯       3)弘 平24.10. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300938-00748 渋谷歯科医院 〒583-0853 0729-58-7718渋谷　章 渋谷　章 平 4. 2. 1歯   診療所
     羽曳野市栄町３番７号富士ビル２常　勤:    1 新規 現存
     階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301038-00755 的場歯科 〒583-0882 0729-52-1414的場　裕明 的場　裕明 平 4. 6. 1歯   診療所
     羽曳野市高鷲七丁目１番８号　　常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301138-00763 医療法人　埜田歯科 〒583-0861 0729-58-3741医療法人埜田歯科　理埜田　修司 平 4. 7. 1歯   診療所
     羽曳野市西浦１６２３－２正光マ常　勤:    1事長　埜田　修司 組織変更 現存
     ンション１階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301238-00771 のだ歯科医院 〒583-0881 0729-52-6480埜田　芳弘 埜田　芳弘 平 5. 6. 1歯   診療所
     羽曳野市島泉八丁目１５番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301338-00789 医療法人　青木歯科 〒583-0886 072-955-1003医療法人青木歯科　理青木　重人 平 5. 7. 1歯   診療所
     羽曳野市恵我之荘五丁目１番４号常　勤:    2事長　青木　重人 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301438-00797 音野歯科医院 〒583-0871 0729-52-8241音野　敏和 音野　敏和 平 5.11. 1歯   診療所
     羽曳野市野々上五丁目５番１８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301538-00813 たにぐち歯科医院 〒583-0865 0729-58-1873谷口　典子 谷口　典子 平 8. 8. 1歯   小歯 診療所
     羽曳野市羽曳が丘西二丁目４番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 8. 1
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 301638-00821 大山歯科医院 〒583-0886 0729-38-9321大山　尚毅 大山　尚毅 平 9. 1. 1歯   小歯 診療所
     羽曳野市恵我之荘六丁目１番３号常　勤:    1 移転 現存
     サンヒルズハイム１階１０１号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301738-00847 山口歯科医院 〒583-0872 0729-36-3131山口　昭 山口　昭 平10. 2. 1歯   歯外 診療所
     羽曳野市はびきの七丁目７０７－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301838-00854 加藤歯科 〒583-0886 0729-55-0264加藤　雄大 加藤　雄大 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     羽曳野市恵我之荘四丁目４番２５常　勤:    1 継承 現存
     号大栄ビル２階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301938-00870 さとう歯科医院 〒583-0871 0729-52-0002佐藤　忠嗣 佐藤　忠嗣 平11. 6. 1歯   小歯 診療所
     羽曳野市野々上三丁目３番１９号常　勤:    1 新規 現存
     サンライズしみず１階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302038-00896 吉田歯科クリニック 〒583-0856 0729-56-8862吉田　宗敬 吉田　宗敬 平11. 8. 1歯   診療所
     羽曳野市白鳥二丁目３番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302138-00912 医療法人　双樹会　覚〒583-0881 072-938-3307医療法人　双樹会　理覺道　芳宏 平12. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     道歯科医院 羽曳野市島泉一丁目２４番８号 常　勤:    1事長　覺道　芳宏 移転 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302238-00938 東浦歯科クリニック 〒583-0883 0729-55-4800東浦　利明 東浦　利明 平13. 4. 1歯   診療所
     羽曳野市向野三丁目１番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302338-00946 おくの歯科医院 〒583-0846 0729-50-1182奥野　昌史 奥野　昌史 平13. 6. 1歯   小歯 診療所
     羽曳野市東阪田２４７の２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302438-00953 ふなき歯科 〒583-0856 0729-50-0118舟木　崇 舟木　崇 平13. 9. 1歯   小歯 診療所
     羽曳野市白鳥二丁目１６番２９号常　勤:    1 新規 現存
     Ｈ＆Ｋビル２階２０２号 (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302538-00987 すぎわけ歯科 〒583-0852 0729-58-8258杉分　裕史 杉分　裕史 平15. 8. 1歯   小歯 診療所
     羽曳野市古市六丁目１番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 302638-00995 医療法人　和島歯科医〒583-0885 0729-30-5454医療法人和島歯科医院和島　伸幸 平16. 1. 1歯   小歯 診療所
     院 羽曳野市南恵我之荘四丁目５番２常　勤:    1　理事長　和島　伸幸 組織変更 現存
     ３号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302738-01001 荒木歯科医院 〒583-0855 0729-58-1181荒木　秀治 荒木　秀治 平17. 1. 1歯   小歯 診療所
     羽曳野市翠鳥園３８０－１マンシ常　勤:    1 新規 現存
     ョンくすのき１階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302838-01019 芝池歯科医院 〒583-0886 0729-55-8815芝池　覚 芝池　覚 平17. 5. 1歯   診療所
     羽曳野市恵我之荘一丁目２番２号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302938-01027 宮脇ヤスコ歯科クリニ〒583-0885 0729-52-8249宮脇　泰子 宮脇　泰子 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     ック 羽曳野市南恵我之荘七丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303038-01035 医療法人恒久会　はび〒583-0872 072-950-0338医療法人恒久会　理事笹部　哲也 平18. 7. 1歯   診療所
     きヶ丘デンタルクリニ羽曳野市はびきの二丁目８番３号常　勤:    1長　髙松　恒美 新規 現存
     ック (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303138-01050 まつだ歯科クリニック〒583-0866 072-952-8041松田　宗久 松田　宗久 平20. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     羽曳野市埴生野５６０番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303238-01068 はら歯科医院 〒583-0865 072-959-0418原　正徳 原　正徳 平20. 4. 1歯   小歯 診療所
     羽曳野市羽曳が丘西一丁目４番４常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303338-01076 木下歯科医院 〒583-0881 072-955-3317木下　佳 木下　佳 平21.11. 1歯   小歯 診療所
     羽曳野市島泉三丁目３番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303438-01092 西谷歯科クリニック 〒583-0856 072-978-8686西谷　寿夫 西谷　寿夫 平24. 5. 1歯   診療所
     羽曳野市白鳥１丁目１２－５西谷常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303538-01100 医療法人　白鳥会　う〒583-0856 072-957-8749医療法人　白鳥会　理上田　昌利 平24. 7. 1矯歯 診療所
     えだ矯正歯科クリニッ羽曳野市白鳥２丁目４番１号 常　勤:    1事長　上田　昌利 組織変更 現存
     ク (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 303638-01134 上野山歯科医院 〒583-0861 072-958-8288上野山　雄央 上野山　雄央 平25. 6. 1歯   小歯 診療所
     羽曳野市西浦９３１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303738-01159 医療法人えみは会　加〒583-0856 072-957-2686医療法人えみは会　理加藤　直之 平27. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     藤歯科医院 羽曳野市白鳥二丁目１６番３４号常　勤:    3事長　加藤　直之 組織変更 現存
     (歯       3) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303838-01167 医療法人　北山歯科ク〒583-0872 072-950-2700医療法人北山歯科クリ北山　高之 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 羽曳野市はびきの二丁目７番３６常　勤:    1ニック　理事長　北山 組織変更 現存
     号　北山ハイツ１階 (歯       1)　高之 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303938-01175 牧浦歯科医院 〒583-0882 072-939-1456浦野　倫子 浦野　倫子 平28.11. 1歯   診療所
     羽曳野市高鷲四丁目４番４号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304038-01183 フジモリ歯科医院 〒583-0885 072-927-1518藤森　啓 藤森　啓 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     羽曳野市南恵我之荘二丁目９番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304139-00175 善歯科医院 〒618-0014 075-961-0741善　睦彦 善　睦彦 昭56. 5.10歯   診療所
     三島郡島本町水無瀬二丁目２番２常　勤:    2 現存
     号 (歯       2) 平29. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304239-00191 もりた歯科医院 〒618-0014 075-962-1958森田　幹啓 森田　幹啓 昭59. 5. 1歯   診療所
     三島郡島本町水無瀬二丁目２番６常　勤:    1 新規 現存
     号第２水無瀬ハイツ２０６号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304339-00217 トヨシマ歯科歯科口腔〒618-0012 075(961)0418豊島　敦哉 豊島　敦哉 平 3. 6. 1歯   歯外 診療所
     外科 三島郡島本町高浜三丁目１番４－常　勤:    1 新規 現存
     ２０５号 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304439-00225 井上歯科医院 〒618-0011 075-961-6480井上　雅彦 井上　雅彦 平 5. 4. 1歯   診療所
     三島郡島本町広瀬一丁目４番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304539-00233 かとう歯科医院 〒618-0015 075-961-6667加藤　辰男 加藤　辰男 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     三島郡島本町青葉一丁目７番１４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平24. 7. 1
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 304639-00241 大山歯科医院 〒618-0024 075-962-8000大山　秀作 大山　秀作 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     三島郡島本町若山台二丁目６番地常　勤:    1 新規 現存
     若山台中央団地　第２棟第１０６(歯       1) 平27. 5. 1
     号室－第１０７号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304739-00266 安達歯科医院 〒618-0022 075-962-3961安達　正 安達　正 平19. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     三島郡島本町桜井一丁目５番４号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304839-00274 にしぐち歯科医院 〒618-0014 075-961-8855西口　秀之 西口　秀之 平23. 7. 1歯   小歯 診療所
     三島郡島本町水無瀬１丁目１３番常　勤:    1 新規 現存
     １２号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304939-00282 はらだ歯科 〒618-0014 075-962-4618原田　尚紀 原田　尚紀 平24. 3. 1歯   小歯 診療所
     三島郡島本町水無瀬１丁目２３番常　勤:    2 新規 現存
     ４号島本健康モール３階 (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305039-00316 医療法人祐真会　とや〒618-0013 075-323-7811医療法人祐真会　理事外山　裕 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ま歯科 三島郡島本町江川二丁目３番１号常　勤:    2長　外山　裕 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305140-00272 小川歯科医院 〒561-0884 06-6843-5098小川　正彦 小川　正彦 昭35.10. 1歯   診療所
     豊中市岡町北一丁目１番８号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305240-01338 高瀬歯科医院 〒560-0041 06-6855-1037高瀬　マサ 高瀬　マサ 昭42. 9. 1歯   診療所
     豊中市清風荘１－１５－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305340-01379 小田歯科医院千里診療〒565-0083 06-6872-0510小田　泰義 小田　泰義 昭42.12. 1歯   診療所
     所 豊中市新千里西町三丁目３番４号常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305440-01502 宮本歯科 〒560-0021 06-6854-8670宮本　善文 宮本　善文 昭44. 5. 1歯   診療所
     豊中市本町一丁目１番１号豊中阪常　勤:    1 新規 現存
     急ビル５階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305540-01510 寺村歯科医院 〒560-0022 06-6852-7230寺村　幸雄 寺村　幸雄 昭44. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     豊中市北桜塚二丁目５番６４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305640-01593 高橋歯科医院 〒560-0084 06-6871-0316高橋　士朗 高橋　士朗 昭45. 1. 1歯   診療所
     豊中市新千里南町二丁目１１番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 1. 1
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 305740-01635 原歯科医院 〒560-0026 06-6855-4824原　一仁 原　一仁 昭45. 8. 1歯   診療所
     豊中市玉井町１－１１－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305840-01783 西井歯科医院 〒560-0021 06-6849-4177西井　正道 西井　正道 昭47. 5. 1歯   診療所
     豊中市本町八丁目３番５８号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305940-01833 應谷歯科医院 〒561-0882 06-6849-0561應谷　六郎 應谷　六郎 昭47. 9. 1歯   診療所
     豊中市南桜塚三丁目１番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306040-01866 原口歯科医院 〒560-0054 06-6841-1225原口　武久 原口　武久 昭48. 1. 1歯   診療所
     豊中市桜の町三丁目４番２６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306140-01965 黒田歯科医院 〒561-0831 06-6333-5360黒田　信人 黒田　信人 昭48. 6. 1歯   診療所
     豊中市庄内東町４－６－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306240-02005 松川歯科医院 〒560-0003 06-6854-0462松川　正永 松川　正永 昭49. 1. 1歯   診療所
     豊中市東豊中町三丁目１２番２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306340-02104 黒河歯科医院 〒561-0882 06-6843-1180黒河　洋 黒河　洋 昭49. 9. 1歯   診療所
     豊中市南桜塚一丁目２番１号南桜常　勤:    1 新規 現存
     塚ハイツ２０１ (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306440-02187 片桐歯科医院 〒560-0021 06-6849-9302片桐　知之 片桐　知之 昭50.10. 1歯   診療所
     豊中市本町一丁目１１番１号２０常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306540-02260 藤田歯科医院 〒561-0802 06-6864-8351藤田　博樹 藤田　博樹 昭51. 7. 1歯   診療所
     豊中市曽根東町２－８－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306640-02369 岡本歯科医院 〒561-0832 06-6336-2261岡本　克彦 岡本　克彦 昭52. 3. 1歯   診療所
     豊中市庄内西町二丁目４番３号庄常　勤:    1 現存
     内駅前ビル２階 (歯       1) 平28. 3. 1
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 306740-02377 森山歯科医院 〒561-0852 06-6862-4634森山　博史 森山　博史 昭52. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     豊中市服部本町一丁目６番２５号常　勤:    1 継承 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306840-02443 一般財団法人サンスタ〒560-0082 06-6834-1189一般財団法人サンスタ鈴木　秀典 昭52. 9. 1歯   小歯 診療所
     ー財団　附属千里歯科豊中市新千里東町一丁目一番三号常　勤:    5ー財団　代表理事　牧 新規 現存
     診療所 ＳＥＮＲＩＴＯよみうり３Ｆ (歯       5)山　義仁 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306940-02468 西田歯科医院 〒561-0871 06-6386-8801西田　尚道 西田　尚道 昭52. 9. 1歯   診療所
     豊中市東寺内町５番３０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307040-02476 ビーバー小児歯科 〒561-0872 06-6864-1011俵本　寛志 俵本　寛志 昭52.11. 1歯   小歯 診療所
     豊中市寺内二丁目１３番５３－１常　勤:    2 新規 現存
     ０２ (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307140-02559 ササモト歯科医院 〒561-0832 06-6332-4331篠本　雅彦 篠本　雅彦 昭53. 3.22歯   診療所
     豊中市庄内西町四丁目３番５号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 3.22
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307240-02591 中西歯科医院 〒561-0883 06-6841-8148中西　宗雄 中西　宗雄 昭53.10. 1歯   診療所
     豊中市岡町南一丁目９番４号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307340-02708 辻歯科医院 〒560-0026 06-6852-3639辻　功 辻　功 昭54. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市玉井町１丁目２－１　豊中常　勤:    2 現存
     駅前ビル４Ｆ (歯       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307440-02757 木田歯科クリニック 〒561-0844 06-6863-2215木田　正芳 木田　正芳 昭55. 4. 1歯   診療所
     豊中市利倉西２－１３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307540-02773 ミヤオ歯科医院 〒560-0053 06-6849-6424宮尾　俊広 宮尾　俊広 昭55. 5. 1歯   診療所
     豊中市向丘二丁目１０番１０－２常　勤:    1 新規 現存
     ０１リ・ライフ２階 (歯       1) 平28. 5. 1
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 307640-02815 沢田歯科医院 〒561-0813 06-6334-2800沢田　好章 沢田　好章 昭55. 8. 1歯   診療所
     豊中市小曽根一丁目４番１０号　常　勤:    1 新規 現存
     　ファミールハイツ１０３号 (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307740-02823 磯田歯科医院 〒560-0081 06-6834-1733磯田　邦三郎 磯田　邦三郎 昭55. 8. 1歯   診療所
     豊中市新千里北町二丁目３４番３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307840-02856 太田歯科医院 〒560-0022 06-6848-7575太田　淳子 太田　淳子 昭55.11. 1歯   診療所
     豊中市北桜塚四丁目１３番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307940-02914 まさい歯科クリニック〒560-0001 06-6849-9100正井　久嗣 正井　久嗣 昭56. 9. 1歯   診療所
     豊中市北緑丘二丁目１番２３－２常　勤:    1 新規 現存
     ０１ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308040-02930 柿野歯科診療所 〒561-0861 06-6854-8049柿野　恵司 柿野　恵司 昭56.10. 1歯   診療所
     豊中市東泉丘三丁目３番２０号サ常　勤:    1 新規 現存
     ンジェル桃山台２０１ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308140-02948 ながと歯科医院 〒561-0875 06-6858-0136長門　孝次 長門　孝次 昭56.12. 1歯   診療所
     豊中市長興寺北一丁目５番３２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308240-02963 藤原歯科医院 〒561-0833 06-6334-0281藤原　芳彦 藤原　芳彦 昭57. 1. 1歯   診療所
     豊中市庄内幸町三丁目２６番６号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308340-03078 倉田歯科診療所 〒561-0858 06-6866-2488倉田　博幸 倉田　博幸 昭58. 7. 1歯   診療所
     豊中市服部西町三丁目１番６号稲常　勤:    1 新規 現存
     村ビル２階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308440-03128 片山歯科 〒560-0021 06-6853-0378片山　俊博 片山　俊博 昭58.11. 1歯   診療所
     豊中市本町一丁目２番５６号杉野常　勤:    1 継承 現存
     ビル３階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308540-03151 太田歯科 〒560-0046 06-6857-6480太田　龍男 太田　龍男 昭59. 4. 1歯   診療所
     豊中市千里園二丁目２番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 308640-03169 竹腰歯科医院 〒561-0883 06-6841-3251竹腰　将典 竹腰　将典 昭59. 4. 1歯   診療所
     豊中市岡町南三丁目１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308740-03177 村田歯科医院 〒560-0003 06-6840-1961村田　良輔 村田　良輔 昭59. 4. 1歯   診療所
     豊中市東豊中町四丁目１番１８号常　勤:    1 新規 現存
     サン東豊中ビル２階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308840-03185 スガエ歯科 〒561-0851 06-6866-2100菅江　一男 菅江　一男 昭59. 6. 1歯   診療所
     豊中市服部元町一丁目９番２０号常　勤:    1 新規 現存
     ユミヤビル３階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308940-03201 諏訪歯科医院 〒560-0003 06-6858-1897諏訪　満子 諏訪　満子 昭60. 1. 1歯   診療所
     豊中市東豊中町六丁目１５番４５常　勤:    1 新規 現存
     号千里ヒルトンハイム壱番街１０(歯       1) 平30. 1. 1
     ２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309040-03284 小原歯科 〒561-0881 06-6857-3868小原　顕子 小原　顕子 昭61. 2. 1歯   診療所
     豊中市中桜塚二丁目２７番８号桜常　勤:    1 新規 現存
     塚ショッピングセンター２階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309140-03318 伊藤歯科医院 〒560-0012 06-6849-5524伊藤　恒生 伊藤　恒生 昭61. 3. 1歯   診療所
     豊中市上野坂二丁目１０番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309240-03326 後藤歯科 〒561-0882 06-6858-4848後藤　真一 後藤　真一 昭61. 3. 1歯   診療所
     豊中市南桜塚三丁目６番６号スマ常　勤:    1 現存
     イルハイツ南桜塚１階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309340-03342 住田歯科医院 〒561-0832 06-6333-1182住田　修巳 住田　修巳 昭61. 7. 1歯   診療所
     豊中市庄内西町一丁目４番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309440-03367 上田歯科医院 〒560-0022 06-6849-9663上田　曉 上田　曉 昭62. 5. 1歯   診療所
     豊中市北桜塚三丁目８番３０－２常　勤:    1 新規 現存
     ０１リンデン北桜塚コーポ２階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309540-03391 かつ歯科医院 〒561-0882 06-6849-1614勝　喜久 勝　喜久 昭62. 7. 1歯   診療所
     豊中市南桜塚二丁目１２番２０号常　勤:    1 新規 現存
     一色ビル２階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309640-03409 石原歯科医院 〒561-0862 06-6848-3718石原　昌文 石原　昌文 昭62. 8. 1歯   診療所
     豊中市西泉丘一丁目３番７号メロ常　勤:    1 新規 現存
     ディハイム豊中泉ヶ丘１階 (歯       1) 平29. 8. 1
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 309740-03417 岡田歯科医院 〒561-0826 06-6331-1432岡田　好史 岡田　好史 昭62. 8. 1歯   診療所
     豊中市島江町一丁目３番１－１０常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309840-03425 小泉歯科医院 〒561-0816 06-6336-0831小泉　幸司 小泉　幸司 昭62. 8. 1歯   診療所
     豊中市豊南町西三丁目２０番２０常　勤:    1 現存
     号伊丹ビル１階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309940-03458 岡島歯科医院 〒560-0003 06-6849-1551岡島　 岡島　 昭62.11. 1歯   診療所
     豊中市東豊中町三丁目２番２０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310040-03474 吉村歯科医院 〒561-0813 06-6333-1181吉村　卓 吉村　卓 昭62.12. 1歯   診療所
     豊中市小曽根一丁目１０番４３号常　勤:    1 新規 現存
     日の出ハイツ３号館１０１ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310140-03532 鳥居歯科医院 〒561-0801 06-6845-1930鳥居　宏充 鳥居　宏充 昭63. 7. 1歯   診療所
     豊中市曽根西町１－１０－９チサ常　勤:    1 新規 現存
     ンマンション豊中曽根１０２号 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310240-03565 ヤナギ矯正歯科 〒560-0021 06-6856-0254柳　清仁 柳　清仁 昭63. 9. 1矯歯 診療所
     豊中市本町三丁目１番５７号ルミ常　勤:    1 移転 現存
     エール豊中３階 (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310340-03581 医療法人　津金歯科医〒560-0056 06-6857-7257医療法人津金歯科医院津金　新 昭64. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 豊中市宮山町一丁目１番４５号メ常　勤:    1　理事長　津金　新 組織変更 歯外 現存
     ゾン宮山１階Ａ号室 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310440-03599 医療法人篤豊会　近藤〒561-0831 06-6331-0357医療法人篤豊会　理事近藤　篤 昭64. 1. 1歯   診療所
     歯科医院 豊中市庄内東町一丁目４番１５号常　勤:    2長　近藤　篤 新規 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310540-03607 松尾歯科医院 〒560-0055 06-6857-5881松尾　二郎 松尾　二郎 平元. 5. 1歯   診療所
     豊中市柴原町二丁目１番３０号ハ常　勤:    1 新規 現存
     イツエクセル１０１号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310640-03615 鹿島歯科医院 〒560-0051 06-6857-5445鹿島　徳夫 鹿島　徳夫 平元. 6. 1歯   診療所
     豊中市永楽荘一丁目１番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 310740-03623 田中歯科医院 〒560-0085 06-6831-8219田中　毅彦 田中　毅彦 平元. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     豊中市上新田三丁目６番２８号ベ常　勤:    1 新規 現存
     ルメゾン千里１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310840-03631 萩野歯科医院 〒560-0024 06-6852-7439萩野　修 萩野　修 平元. 5. 1歯   診療所
     豊中市末広町一丁目６番２９号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310940-03664 橋本歯科医院 〒560-0085 06-6833-8874橋本　俊昭 橋本　俊昭 平元. 7. 1歯   診療所
     豊中市上新田四丁目１６番１３－常　勤:    1 移転 現存
     １０２ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311040-03680 医療法人慈啓会　東町〒560-0082 06-6834-4888医療法人慈啓会　理事中川　敏和 平 2. 1. 1歯   診療所
     歯科 豊中市新千里東町三丁目６－１１常　勤:    1長　野洌　大 組織変更 現存
     ８ステラハイツ千里１階 (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311140-03698 ナカノ歯科クリニック〒560-0023 06-6843-1112中野　正壽 中野　正壽 平 2. 3. 1歯   診療所
     豊中市岡上ノ町一丁目１番２３号常　勤:    1 新規 現存
     中野ビル２階 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311240-03755 ヒラタ歯科 〒560-0021 06-6846-1814平田　尚秀 平田　尚秀 平 2.10. 1歯   診療所
     豊中市本町九丁目１０番１０号ハ常　勤:    1 新規 現存
     イツリバーサイド１０２号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311340-03763 いかり歯科医院 〒561-0812 06-6333-3417碇　裕至 碇　裕至 平 2.12. 1歯   診療所
     豊中市北条町一丁目３番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311440-03771 医療法人社団亀井歯科〒560-0052 06-6843-4009医療法人社団亀井歯科亀井　千登勢 平 2.12. 1歯   診療所
     医院　野畑診療所 豊中市春日町四丁目１番１４号石常　勤:    1医院　理事長　亀井　 移転 現存
     井メディカルビル１階 (歯       1)正明 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311540-03839 尾崎歯科 〒561-0843 06-6866-5078尾崎　雅人 尾崎　雅人 平 4. 1. 1歯   診療所
     豊中市上津島二丁目２３番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311640-03854 鳥山歯科医院 〒561-0853 06-6862-4988鳥山　達志 鳥山　達志 平 4. 1. 1歯   診療所
     豊中市服部南町一丁目１番１０号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
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 311740-03862 医療法人　米山歯科 〒561-0812 06-6336-0801医療法人米山歯科　理米山　和秀 平 4. 1. 1歯   小歯 診療所
     豊中市北条町三丁目２番３５号エ常　勤:    1事長　米山　和秀 組織変更 現存
     クセレンス栄光１階１０１ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311840-03870 宮田歯科診療所 〒560-0051 06-6843-1412宮田　敏生 宮田　敏生 平 4. 4. 1歯   診療所
     豊中市永楽荘３丁目１－１７永楽常　勤:    1 新規 現存
     荘ロイヤルビル２階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311940-03888 伊東歯科医院 〒560-0052 06-6853-3965伊東　正史 伊東　正史 平 4. 6. 1歯   診療所
     豊中市春日町一丁目１２番１７号常　勤:    1 新規 現存
     司園芸貿易ビル２階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312040-03946 くれしろ歯科医院 〒560-0021 06-6853-9046呉城　英彦 呉　英彦 平 5. 1. 1歯   診療所
     豊中市本町一丁目２番６号豊中ト常　勤:    1 新規 現存
     ーワビル２階２０１号室 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312140-03953 医療法人　中川歯科 〒561-0832 06-6336-7686医療法人中川歯科　理中川　重樹 平 5. 1. 1歯   診療所
     豊中市庄内西町三丁目１１番２号常　勤:    1事長　中川　重樹 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312240-04001 松尾歯科医院 〒561-0827 06-6331-8330松尾　暢久 松尾　暢久 平 5.10. 1歯   診療所
     豊中市大黒町一丁目２２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312340-04019 白井歯科医院 〒561-0885 06-6857-7503白井　義英 白井　義英 平 6. 2. 1歯   診療所
     豊中市岡町９番１号畑ビル２階 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312440-04035 まんごく歯科 〒560-0032 06-6841-1182萬石　和正 萬石　和正 平 6. 6. 4歯   診療所
     豊中市蛍池東町４－４－２４ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312540-04043 丸川歯科医院 〒561-0813 06-6332-4180丸川　邦男 丸川　邦男 平 6. 7. 1歯   診療所
     豊中市小曽根１－１－２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312640-04050 三木歯科医院 〒560-0011 06-6848-3555三木　秀武 三木　秀武 平 6. 6. 9歯   診療所
     豊中市上野西１－１－２５　クリ常　勤:    1 継承 現存
     オコート豊中１Ｆ (歯       1) 平30. 6. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312740-04068 岸田歯科医院 〒561-0816 06-6333-6198岸田　敏宏 岸田　敏宏 平 6. 9. 1歯   診療所
     豊中市豊南町西四丁目４番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
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 312840-04076 山本歯科 〒561-0861 06-6856-1666山本　浩正 山本　浩正 平 6.11. 1歯   診療所
     豊中市東泉丘四丁目２番１０号Ｈ常　勤:    1 新規 現存
     ＩＧＨＢＯＲＮ緑地公園１階１０(歯       1) 平24.11. 1
     ２号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312940-04092 医療法人　岡村歯科医〒561-0832 06-6331-3091医療法人岡村歯科医院岡村　真 平 7. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 豊中市庄内西町五丁目１７番１号常　勤:    2　理事長　岡村　真 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313040-04100 医療法人　しばた歯科〒561-0857 06-6863-3006医療法人しばた歯科　柴田　 雄 平 7. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     豊中市服部寿町二丁目４番１０号常　勤:    2理事長　柴田　惠子 組織変更 現存
     マンション寺西１階 (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313140-04134 医療法人　片岡歯科医〒561-0804 06-6868-0777医療法人片岡歯科医院片岡　誠 平 7. 1. 1歯   小歯 診療所
     院 豊中市曽根南町二丁目４番５号ジ常　勤:    1　理事長　片岡　誠 組織変更 現存
     ュエルハイツ曽根Ⅲ１階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313240-04142 奥田歯科 〒560-0011 06-6852-4137奥田　寛之 奥田　寛之 平 7. 3. 1歯   小歯 診療所
     豊中市上野西二丁目１０番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313340-04183 医療法人　五條歯科医〒561-0814 06-6334-5580医療法人　五條歯科医五條　房巳 平 7. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 豊中市豊南町東一丁目１番３号 常　勤:    4院　理事長　五條　房 組織変更 現存
     (歯       4)巳 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313440-04191 こむら小児歯科矯正歯〒561-0881 06-6845-8249小村　隆志 小村　隆志 平 7.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 豊中市中桜塚五丁目１４番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313540-04217 としかわ歯科医院 〒561-0834 06-6336-7723利川　京秀 利川　京秀 平 8. 1. 1歯   診療所
     豊中市庄内栄町三丁目２３番８号常　勤:    1 新規 現存
     コルナス東館１階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313640-04258 くにえ歯科医院 〒561-0808 06-6845-8617渡邊　久仁恵 渡邊　久仁恵 平 8. 5. 1歯   小歯 診療所
     豊中市原田元町三丁目３番１４号常　勤:    2 新規 現存
     サニーサイド曽根１階 (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313740-04282 上月歯科医院 〒560-0003 06-6852-1613上月　清 上月　清 平 8. 8. 1歯   診療所
     豊中市東豊中町一丁目１番３３号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 313840-04290 有泉歯科 〒560-0022 06-6848-2633有泉　純子 有泉　純子 平 8.10. 1歯   診療所
     豊中市北桜塚三丁目３番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313940-04332 かけい歯科医院 〒561-0864 06-6857-4182筧　了 筧　了 平 8.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市夕日丘一丁目１番５号阪急常　勤:    1 新規 現存
     豊中夕日丘ビル２階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314040-04431 赤尾歯科医院 〒560-0003 06-6858-5051赤尾　剛 赤尾　剛 平 9.10. 1歯   診療所
     豊中市東豊中町六丁目１番２号豊常　勤:    1 新規 現存
     中大成ビル１階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314140-04480 山本歯科 〒560-0875 06-6858-8011山本　浩平 山本　浩平 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     豊中市長興寺北三丁目２番８号キ常　勤:    1 新規 現存
     ャッスル２４．１階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314240-04506 小田歯科医院 〒560-0032 06-6852-3197小田　洋生 小田　洋生 平10. 3.19歯   診療所
     豊中市螢池東町二丁目２番１６号常　勤:    1 継承 現存
     小田ビル２０３号 (歯       1) 平28. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314340-04514 はやかわ歯科医院 〒560-0053 06-6858-0885早川　明宏 早川　明宏 平10. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     豊中市向丘三丁目１１番４３号ピ常　勤:    1 新規 現存
     ュアヒルズ向丘１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314440-04522 針生歯科医院 〒561-0884 06-6840-1184針生　 之 針生　 之 平10. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市岡町北一丁目７番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314540-04563 きたたに歯科医院 〒560-0005 06-6842-4180北谷　真 北谷　真 平10. 9. 1歯   小歯 診療所
     豊中市西緑丘三丁目１４番１３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314640-04589 高橋矯正歯科クリニッ〒560-0082 06-6836-3881高橋　啓 高橋　啓 平10.10. 1矯歯 診療所
     ク 豊中市新千里東町一丁目２番４号常　勤:    1 新規 現存
     信用保証ビル７階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314740-04597 ホワイト歯科クリニッ〒561-0858 06-6866-6480清原　珠恵 清原　珠恵 平10.11. 1歯   小歯 診療所
     ク 豊中市服部西町四丁目１番２２号常　勤:    2 新規 現存
     プリムローズ１階 (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314840-04613 福岡歯科医院 〒561-0801 06-4865-0122福岡　洋德 福岡　洋德 平11. 1. 1歯   診療所
     豊中市曽根西町二丁目５番２７号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
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 314940-04639 医療法人　やまさき歯〒560-0004 06-6856-3900医療法人　やまさき歯山﨑　善久 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     科 豊中市少路二丁目３番５０号ロフ常　勤:    1科　理事長　山﨑　善 組織変更 現存
     ティー少路１階 (歯       1)久 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315040-04654 松川歯科医院 〒561-0852 06-6862-6864松川　正明 松川　正明 平11. 3. 4歯   診療所
     豊中市服部本町一丁目８番１７号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315140-04662 西山歯科医院 〒560-0021 06-6852-3148髙橋　健兒 髙橋　健兒 平11. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市本町三丁目１４番１０号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315240-04670 三浦歯科医院 〒560-0053 06-6852-8848三浦　靖生 三浦　靖生 平11. 8. 1歯   診療所
     豊中市向丘一丁目７番１１号田中常　勤:    2 新規 現存
     ビル１階 (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315340-04696 まなべ歯科 〒561-0865 06-6853-4463真鍋　哲也 真鍋　哲也 平11.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市旭丘１番１１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315440-04712 医療法人正愛会　鈴江〒560-0003 06-6849-4741医療法人　正愛会　鈴鈴江　義彦 平12. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 豊中市東豊中町四丁目９番１号 常　勤:    2江歯科医院　理事長　 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2)鈴江　義彦 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315540-04720 はしもと歯科医院 〒561-0851 06-6867-0909橋本　圭司 橋本　圭司 平12. 5. 1歯   診療所
     豊中市服部元町二丁目２－１６　常　勤:    1 新規 現存
     三甲大阪ビル１階 (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315640-04738 渡辺歯科医院 〒561-0852 06-6864-2118渡邉　雅臣 渡邉　雅臣 平12. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     豊中市服部本町一丁目１番２２号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315740-04761 池岡歯科 〒560-0023 06-6841-0068池岡　憲之 池岡　憲之 平12. 7. 1歯   診療所
     豊中市岡上の町四丁目３番１号森常　勤:    1 継承 現存
     井ビル２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315840-04787 平山歯科医院 〒561-0852 06-6862-5001平山　明 平山　明 平12. 7. 1歯   矯歯 診療所
     豊中市服部本町三丁目１番１３号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 315940-04795 みつひさ歯科医院 〒561-0858 06-6865-3418光久　栄二 光久　栄二 平12. 9. 1歯   小歯 診療所
     豊中市服部西町一丁目１０番３号常　勤:    1 新規 現存
     コンフォートＭ１階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316040-04803 わかばやし歯科 〒561-0831 06-6331-2439若林　茂 若林　茂 平12. 8. 1歯   診療所
     豊中市庄内東町四丁目３番６号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316140-04811 ささべ歯科医院 〒560-0003 06-4865-6665笹部　努 笹部　努 平13. 1. 1歯   診療所
     豊中市東豊中町四丁目１３番２－常　勤:    1 新規 現存
     １０１ (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316240-04837 萱島歯科医院 〒561-0851 06-6862-3100萱島　義郎 萱島　義郎 平13. 2. 1歯   診療所
     豊中市服部元町一丁目８番１号有常　勤:    1 移転 現存
     栄ビル２階 (歯       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316340-04860 おのうえ歯科クリニッ〒560-0085 06-6155-3001尾上　圭司 尾上　圭司 平13. 6. 1歯   小歯 診療所
     ク 豊中市上新田三丁目４番１７号ヴ常　勤:    1 新規 現存
     ィッツオーラ１階１０２号室 (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316440-04894 村上こども歯科 〒561-0861 06-6845-6480村上　充子 村上　充子 平13. 6. 1小歯 診療所
     豊中市東泉丘四丁目３番１７号ハ常　勤:    1 新規 現存
     イボーン桃山台２階 (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316540-04910 松本歯科医院 〒561-0801 06-6841-8270松本　尚 松本　尚 平13. 6. 1歯   診療所
     豊中市曽根西町三丁目７番３号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316640-04936 那須歯科医院 〒561-0832 06-6332-2076那須　昌一 那須　昌一 平13.11. 1歯   診療所
     豊中市庄内西町二丁目２１番１４常　勤:    1 新規 現存
     号岩本ビル１階 (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316740-04944 山岸歯科医院 〒560-0082 06-6833-1461山岸　岳 山岸　岳 平13.10. 1歯   診療所
     豊中市新千里東町一丁目１番３号常　勤:    1 継承 現存
     ＳＥＮＲＩＴＯよみうり内 (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316840-04977 小川歯科 〒560-0081 06-6872-0370小川　功 小川　功 平14. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     豊中市新千里北町二丁目２１番５常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平26. 1. 1
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 316940-04985 たかしま歯科 〒560-0085 06-6835-4182髙島　洋子 髙島　洋子 平14. 4. 1歯   診療所
     豊中市上新田二丁目２３番３号ア常　勤:    1 新規 現存
     ペックスシティー千里中央１階１(歯       1) 平26. 4. 1
     ０１号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317040-04993 宇野歯科医院 〒561-0831 06-6332-0648宇野　尚枝 宇野　尚枝 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     豊中市庄内東町二丁目７番２１号常　勤:    2 新規 現存
     宏和マンション１階 (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317140-05024 おくだ歯科 〒560-0084 06-4863-4618奥田　晃則 奥田　晃則 平14. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市新千里南町三丁目３０番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317240-05032 医療法人篤信会　阪口〒561-0832 06-6332-5526医療法人篤信会　理事阪口　彰 平14. 7. 1歯   歯外 診療所
     デンタルクリニック 豊中市庄内西町二丁目２２番３号常　勤:    1長　阪口　彰 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317340-05040 るな歯科クリニック 〒561-0871 06-6385-8111中山　留奈 中山　留奈 平14. 9. 1歯   小歯 診療所
     豊中市東寺内町１１番１０号ライ常　勤:    1 新規 現存
     オンズマンション第五緑地公園１(歯       1) 平26. 9. 1
     ０１号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317440-05081 戸祭歯科医院 〒561-0803 06-6862-0408戸祭　正英 戸祭　正英 平15. 1. 1歯   小歯 診療所
     豊中市城山町一丁目７番２号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317540-05107 医療法人　池澤歯科ク〒560-0013 06-6850-8020医療法人池澤歯科クリ池澤　高志 平15. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     リニック 豊中市上野東二丁目１番１号上野常　勤:    2ニック　理事長　池澤 組織変更 現存
     一番館 (歯       2)　高志 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317640-05123 医療法人五條歯科医院〒561-0831 06-6331-0158医療法人五條歯科医院清水　孝弘 平15. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　第二診療所 豊中市庄内東町二丁目１番６号 常　勤:    1　理事長　五條　房已 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317740-05131 まつもと歯科クリニッ〒561-0872 06-6866-1858松本　孝一 松本　孝一 平15. 3. 1歯   小歯 診療所
     ク 豊中市寺内二丁目４番１号緑地駅常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317840-05149 ひめの歯科 〒560-0002 06-6152-0777姫野　裕司 姫野　裕司 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     豊中市緑丘四丁目３９番６号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
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 317940-05198 三木歯科医院 〒561-0832 06-6331-4080三木　正弘 三木　正弘 平15. 5. 1歯   診療所
     豊中市庄内西町二丁目２番１号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318040-05214 医療法人真摯会　クロ〒560-0026 06-6857-4500医療法人真摯会　理事松本　康裕 平16. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ーバー歯科クリニック豊中市玉井町一丁目１番１－２０常　勤:    2長　松本　正洋 新規 矯歯 現存
     豊中駅前院 １エトレ豊中２階 (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318140-05222 すぎもと歯科 〒560-0021 06-6857-1971杉本　秀貴 杉本　秀貴 平16. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市本町一丁目１３番３４号チ常　勤:    1 新規 現存
     ェリオビル４階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318240-05248 はっとり歯科 〒560-0051 06-6844-6480服部　直史 服部　直史 平16. 3. 1歯   小歯 診療所
     豊中市永楽荘一丁目３番１０号メ常　勤:    1 新規 現存
     ゾンサギタリュウスⅡ　１０３号(歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318340-05255 安藤歯科クリニック 〒560-0002 06-6849-0600安藤　将録 安藤　将録 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     豊中市緑丘一丁目５番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318440-05263 清水歯科クリニック 〒561-0884 06-6846-1181清水　昌樹 清水　昌樹 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     豊中市岡町北一丁目２番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318540-05271 医療法人真摯会　クロ〒560-0021 06-6857-7400医療法人真摯会　理事竹田　亮 平16. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ーバー歯科クリニック豊中市本町七丁目１番３９号 常　勤:    4長　松本　正洋 新規 矯歯 現存
     豊中本町院 (歯       4) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318640-05289 新田歯科クリニック 〒560-0036 06-6856-7484新田　朋弘 新田　朋弘 平16. 5. 1歯   診療所
     豊中市螢池西町三丁目５５５番地常　勤:    1 継承 現存
     大阪国際空港ターミナルビル中央(歯       1) 平28. 5. 1
     １階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318740-05313 まとば歯科 〒561-0831 06-6336-6480的場　保典 的場　保典 平16. 8. 1歯   小歯 診療所
     豊中市庄内東町一丁目７番１３号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318840-05321 わだ歯科医院 〒560-0004 06-4865-4182和田　晶三 和田　晶三 平16. 9. 1歯   小歯 診療所
     豊中市少路一丁目１４番１号笹源常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 318940-05339 まんだ歯科医院 〒560-0004 06-6855-2280萬田　浩一 萬田　浩一 平16.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市少路一丁目１０番２５号少常　勤:    1 新規 現存
     路駅前ビル２階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319040-05362 にしわきデンタルクリ〒560-0021 06-6852-4968西脇　知弘 西脇　知弘 平17. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     ニック 豊中市本町一丁目９番２１号ロリ常　勤:    1 移転 現存
     オン宮本ビル４階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319140-05370 医療法人　てらだ矯正〒561-0802 06-6864-4187医療法人てらだ矯正歯寺田　康雄 平17. 1. 1矯歯 診療所
     歯科 豊中市曽根東町三丁目２番６号曽常　勤:    1科　理事長　寺田　康 組織変更 現存
     根駅前ビルディング２階２０２号(歯       1)雄 平29. 1. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319240-05396 ヘルスケア松本歯科ク〒560-0004 06-4865-1777松本　祥忠 松本　祥忠 平17. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 豊中市少路一丁目２番７号　リッ常　勤:    1 新規 現存
     ツサントノーレ２０１号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319340-05404 アンズデンタルクリニ〒560-0004 06-4865-1515安藤　治彦 安藤　治彦 平17. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 豊中市少路一丁目１０番５号　ア常　勤:    1 新規 現存
     プリーレ少路１０３ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319440-05420 野上歯科クリニック 〒560-0082 06-6871-7788野上　祐一 野上　祐一 平17.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市新千里東町一丁目５番地の常　勤:    1 新規 現存
     ２　セルシービル３階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319540-05446 医療法人芳章会　ほう〒561-0831 06-4867-9200医療法人芳章会　理事小林　道史 平18. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     なん歯科 豊中市庄内東町三丁目１番４１号常　勤:    1長　越久村　耕平 組織変更 現存
     グローバルハイツ豊中１０６号 (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319640-05453 にしお歯科 〒560-0083 06-6873-8020西尾　裕司 西尾　裕司 平18. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     豊中市新千里西町一丁目２番１１常　勤:    1 新規 現存
     号千里中央アインス１階 (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319740-05461 いちかわ歯科医院 〒561-0844 06-6868-4618市川　智一 市川　智一 平18. 9. 1歯   小歯 診療所
     豊中市利倉西一丁目２番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319840-05503 みのべ歯科医院 〒561-0829 06-6332-7015美濃部　勝 美濃部　勝 平18.11. 1歯   診療所
     豊中市千成町二丁目８番１２号豊常　勤:    1 移転 現存
     南ハイツ１１０ (歯       1) 平24.11. 1
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 319940-05511 中島歯科 〒561-0883 06-6853-4365中島　貴久 中島　貴久 平18.10.26歯   小歯 診療所
     豊中市岡町南三丁目５番７号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平24.10.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320040-05529 やまざわ歯科クリニッ〒561-0862 06-6866-8211山澤　通邦 山澤　通邦 平19. 1. 1歯   歯外 診療所
     ク 豊中市西泉丘三丁目２番２１号チ常　勤:    1 新規 現存
     ャームスウィート緑地公園１階 (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320140-05537 林歯科医院 〒560-0024 06-6852-5978林　英明 林　英明 平19. 2. 1歯   歯外 診療所
     豊中市末広町一丁目６番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320240-05545 そねひがし予防歯科ク〒561-0802 06-6152-0111浅井　賢 浅井　賢 平18.12. 4歯   診療所
     リニック 豊中市曽根東町一丁目１０番２４常　勤:    2 移転 現存
     号曽根東パーク・ハイム１０３ (歯       2) 平24.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320340-05594 医療法人　西川歯科 〒561-0885 06-6841-7668医療法人西川歯科　理 川　岳儀 平19. 6. 1歯   小歯 診療所
     豊中市岡町８番１８号安斎ビル１常　勤:    2事長　西川　岳儀 移転 現存
     階 (歯       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320440-05602 ほたる歯科 〒560-0033 06-6858-1555松田　由紀子 松田　由紀子 平19. 8. 1歯   診療所
     豊中市螢池中町二丁目６番１７号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320540-05610 医療法人みやび会　荒〒561-0859 06-6865-3800医療法人みやび会荒木荒木　雅夫 平19. 7. 1歯   小歯 診療所
     木歯科 豊中市服部豊町一丁目２番９－２常　勤:    1歯科　理事長　荒木　 組織変更 現存
     ０１号 (歯       1)雅夫 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320640-05636 三愛歯科 〒561-0834 06-6335-3522松本　千明 松本　千明 平19.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市庄内栄町二丁目４番８号三常　勤:    1 新規 現存
     愛クリニック３階 (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320740-05644 アイ歯科医院 〒560-0003 06-6854-1181西本　周平 西本　周平 平20. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市東豊中町六丁目１７番１号常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ユーロハイツ東豊中１階１０１号(歯       1) 平26. 2. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320840-05651 星名歯科医院 〒560-0013 06-6853-2307星名　拓治 星名　拓治 平20. 1.23歯   診療所
     豊中市上野東三丁目８番２２号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平26. 1.23
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 320940-05677 加納歯科クリニック 〒561-0851 06-6865-8241加納　誌織 加納　誌織 平20. 4. 1歯   診療所
     豊中市服部元町一丁目８番１９号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321040-05693 せんだ歯科クリニック〒560-0085 06-6871-4184千田　大誠 千田　大誠 平20. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     豊中市上新田三丁目１０番３４の常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ４号 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321140-05701 たかお歯科 〒561-0802 06-6867-1182髙尾　賢太郎 髙尾　賢太郎 平20. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     豊中市曽根東町六丁目１２番１６常　勤:    1 新規 現存
     号グレース曽根１階 (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321240-05719 医療法人優心　ながよ〒560-0053 06-6844-0002医療法人優心　理事長長昌　弘晃 平20. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     しデンタルクリニック豊中市向丘三丁目８番１７号エス常　勤:    2　長昌　弘晃 組織変更 歯外 現存
     ポワール西緑丘１階 (歯       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321340-05727 みやづ歯科 〒560-0083 06-6832-1130宮津　圭 宮津　圭 平20.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市新千里西町一丁目１番１０常　勤:    1 新規 現存
     号Ｄグラフォート千里中央１階 (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321440-05743 ぬかた歯科医院 〒561-0832 06-6336-2777額田　純一郎 額田　純一郎 平21. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市庄内西町三丁目１番５号サ常　勤:    1 新規 現存
     ンパティオビル４階 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321540-05750 たかぎ歯科 〒561-0859 06-6867-0818髙木　二朗 髙木　二朗 平21. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市服部豊町一丁目１番６号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321640-05768 医療法人　福山歯科医〒560-0085 06-6833-1118医療法人福山歯科医院福山　修 平21. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 豊中市上新田三丁目３番２５号千常　勤:    1　理事長　福山　修 組織変更 現存
     里グランドハイツ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321740-05776 尾口歯科クリニック 〒561-0833 06-6336-2388尾口　英太郎 尾口　英太郎 平21. 2. 1歯   小歯 診療所
     豊中市庄内幸町三丁目２１番５号常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321840-05784 医療法人幸歯会　岡田〒561-0832 06-6336-0049医療法人幸歯会　理事岡田　幸明 平21. 4. 1歯   小歯 診療所
     庄内西歯科医院 豊中市庄内西町三丁目１０番３号常　勤:    2長　岡田　幸明 移転 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
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 321940-05792 麻生歯科クリニック 〒561-0862 06-6863-3322麻生　直 麻生　直 平21. 6. 1歯   小歯 診療所
     豊中市西泉丘三丁目７番１４号カ常　勤:    1 新規 現存
     ーサ西泉丘Ａ棟１階３・４号 (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322040-05826 加藤歯科医院 〒560-0013 06-6854-3131加藤　隆大 加藤　隆大 平21. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市上野東三丁目１７番２２号常　勤:    2 継承 矯歯 現存
     　１階 (歯       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322140-05834 歯科すやま 〒561-0875 06-6151-9500陶山　公一 陶山　公一 平21. 8. 1歯   診療所
     豊中市長興寺北三丁目１番１２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322240-05867 千里山田兄弟歯科 〒560-0082 06-6832-2811医療法人尚歯会　理事三谷　宜生 平21.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市新千里東町一丁目３番１号常　勤:    6長　山田　正人 組織変更 現存
     せんちゅうパル４０１ (歯       6) 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322340-05883 尾﨑歯科医院 〒560-0033 06-6853-1658尾﨑　慎哉 尾﨑　慎哉 平22. 2. 1歯   診療所
     豊中市螢池中町二丁目３番１号ル常　勤:    1 新規 現存
     シオーレＢ棟１２３号 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322440-05891 ごとう歯科クリニック〒560-0032 06-6849-8686後藤　匡史 後藤　匡史 平22. 2. 1歯   小歯 診療所
     豊中市螢池東町三丁目５番３号浅常　勤:    1 新規 現存
     尾蛍池マンション１階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322540-05925 松林歯科 〒560-0001 06-6856-1182松林　慈人 松林　慈人 平22. 5. 1歯   小歯 診療所
     豊中市北緑丘二丁目２番２３号ネ常　勤:    1 新規 現存
     オレジデンスけやき坂１０１号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322640-05933 城徳歯科医院 〒560-0021 06-6844-5000城德　昭宏 城德　昭宏 平22. 7. 1歯   診療所
     豊中市本町三丁目５番４６－１０常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322740-05966 クラガノ歯科医院 〒561-0881 06-6852-6838倉賀野　徹 倉賀野　徹 平23. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市中桜塚二丁目１９番４号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 322840-05974 医療法人慈啓会　北町〒560-0081 06-6835-3881医療法人　慈啓会　理野洌　大 平23. 3. 1歯   小歯 診療所
     歯科 豊中市新千里北町二丁目２０番１常　勤:    1事長　野洌　大 組織変更 現存
     号ノースヒルズ　３階 (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322940-05982 にしかわ歯科医院 〒560-0032 06-6858-8241西川　哲司 西川　哲司 平23. 5. 1歯   小歯 診療所
     豊中市螢池東町１丁目３番２号　常　勤:    1 新規 現存
     蛍池森ビル１号館 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323040-06014 ひろた歯科クリニック〒561-0851 06-6151-4448弘田　大作 弘田　大作 平23. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市服部元町１丁目１０番２５常　勤:    1 新規 現存
     号アービング服部元町１０２号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323140-06048 大倉歯科クリニック 〒561-0832 06-6333-3866大倉　由嗣 大倉　由嗣 平23.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市庄内西町３丁目１９番１号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323240-06055 医療法人　伸明会　夕〒561-0864 06-6857-8148医療法人　伸明会　理白井　利明 平24. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     日丘デンタルクリニッ豊中市夕日丘２丁目１７－１７ヘ常　勤:    1事長　白井　利明 組織変更 現存
     ク ブン２１－１０１ (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323340-06063 あおやぎ歯科医院 〒560-0003 06-6152-6622青柳　信好 青柳　信好 平24. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市東豊中町４丁目６番２２号常　勤:    1 新規 現存
     ＥＨＢビル２階 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323440-06071 医療法人　幸眞会　ひ〒560-0033 06-6843-6480医療法人　幸眞会　理東　和生 平24. 1. 1歯   小歯 診療所
     がし歯科医院 豊中市蛍池中町３丁目２番１号ル常　勤:    1事長　東　和生 組織変更 現存
     シオーレＡ棟４０１ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323540-06089 医療法人　村松歯科医〒561-0802 06-6843-2036医療法人村松歯科医院村松　豪太 平24. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 豊中市曽根東町１丁目１０番３号常　勤:    2　理事長　村松　豪太 組織変更 現存
     曽根イーストテラスＢ１０１ (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323640-06097 ひろはら歯科 〒561-0871 06-6319-8341黄　善政 黄　善政 平24. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市東寺内町１３－５－１０４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 323740-06105 みやもと歯科クリニッ〒560-0021 06-6858-6800宮本　祐太 宮本　祐太 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 豊中市本町１－９－１０－２０８常　勤:    2 新規 現存
     マストメゾン豊中２階 (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323840-06121 医療法人　聖翔会　リ〒560-0085 06-6399-9080医療法人　聖翔会　理丸谷　善彦 平24. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ー・デンタルクリニッ豊中市上新田１丁目１０番２１号常　勤:    4事長　丸谷　善彦 新規 現存
     ク千里桃山台 千里ドクターハウス１階 (歯       4) 平30. 6. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323940-06139 れんしゃ矯正歯科 〒560-0082 06-6170-9771 平24. 6. 1矯歯 診療所
     豊中市新千里東町１丁目２番３号常　勤:    1 新規 現存
     ザ・千里レジデンス２階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324040-06162 浅野歯科医院 〒561-0872 06-6865-4182浅野　雅司 浅野　雅司 平24.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市寺内２丁目８番７号ハイツ常　勤:    1 新規 現存
     トレヴィー１０３号室 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324140-06170 ありま歯科クリニック〒561-0851 06-6862-4618有馬　敬介 有馬　敬介 平24.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市服部元町２丁目４番２６号常　勤:    1 新規 現存
     メゾンドプルミエール１階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324240-06188 カタオカ歯科医院 〒560-0085 06-6834-7778片岡　観精 片岡　観精 平24.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市上新田１丁目２８千里中央常　勤:    1 新規 現存
     パークヒルズＫ棟２０３号室 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324340-06204 柴田歯科医院 〒560-0023 06-6852-1629柴田　次朗 柴田　次朗 平25. 1. 1歯   診療所
     豊中市岡上の町１丁目６番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324440-06212 そりまち歯科医院 〒560-0005 06-6855-3020反町　将 反町　将 平25. 1. 1歯   小歯 診療所
     豊中市西緑丘１丁目６番１６号メ常　勤:    1 新規 現存
     モリアルハイツ１Ｆ (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324540-06238 医療法人スマイルデザ〒560-0022 06-4865-6677医療法人スマイルデザ吉田　信介 平25. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     イン　吉田歯科 豊中市北桜塚三丁目１番５０号 常　勤:    3イン　理事長　吉田　 組織変更 現存
     (歯       3)信介 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324640-06246 医療法人　森定矯正歯〒560-0026 06-6852-1171医療法人　森定矯正歯森定　歩 平25. 1. 1矯歯 診療所
     科　森定矯正歯科クリ豊中市玉井町１丁目９番１４号エ常　勤:    1科　理事長　森定　歩 組織変更 現存
     ニック スカル栄和２階 (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 324740-06253 室井歯科医院 〒560-0023 06-6841-7585室井　誠 室井　誠 平25. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     豊中市岡上の町２丁目３－４プラ常　勤:    3 移転 現存
     ンドール豊中１０１ (歯       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324840-06261 豊中本町高輪歯科 〒560-0021 06-4865-5780増田　正 増田　正 平25. 7. 1歯   歯外 診療所
     豊中市本町７丁目１番２８号豊中常　勤:    1 継承 現存
     本町イマイビル２０２ (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324940-06287 医療法人賢山会　しま〒561-0832 06-6333-7757医療法人賢山会　しま島田　賢二 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     だ歯科クリニック 豊中市庄内西町二丁目１５番８号常　勤:    2だ歯科クリニック　理 組織変更 現存
     　グランツ豊中１階１号 (歯       2)事長　島田　賢二 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325040-06295 医療法人圭祥会　すみ〒560-0035 06-6840-7205医療法人圭祥会　理事吉田　惠美子 平25. 8. 1歯   診療所
     れ歯科 豊中市箕輪２丁目１１番３号－１常　勤:    1長　吉田　惠美子 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325140-06303 おかもと歯科・矯正歯〒560-0002 06-6849-0648岡本　憲明 岡本　憲明 平25. 9.17歯   小歯 診療所
     科クリニック 豊中市緑丘１丁目４番１号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325240-06311 すわ歯科医院 〒560-0002 06-6853-8686諏訪　文恵 諏訪　文恵 平25. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市緑丘３丁目２１番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325340-06329 岡田歯科医院 〒561-0852 06-6863-0728岡田　基弘 岡田　基弘 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市服部本町２丁目５番２３号常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325440-06337 医療法人　きび歯科医〒561-0852 06-4866-2020医療法人　きび歯科医吉備　政仁 平26. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 豊中市服部本町５丁目２番３１号常　勤:    1院　理事長　吉備　政 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1)仁 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325540-06345 いけだ歯科 〒560-0032 06-6852-1010池田　拓司 池田　拓司 平26. 3. 1歯   小歯 診療所
     豊中市蛍池東町２丁目３番２号１常　勤:    1 新規 現存
     階 (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 325640-06360 岡歯科診療所 〒560-0082 06-6832-6677岡　正樹 岡　正樹 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市新千里東町１丁目３番１３常　勤:    3 継承 現存
     ９号 (歯       3) 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325740-06378 医療法人悠心会　早田〒560-0021 06-6843-4618医療法人悠心会　理事早田　倫久 平26. 7. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 豊中市本町四丁目２番５２号カー常　勤:    1長　早田　倫久 組織変更 現存
     ザ・ヴィエント１階１０１号室 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325840-06386 髙尾歯科医院 〒561-0829 06-6334-8211髙尾　宏昭 髙尾　宏昭 平26. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市千成町３丁目３－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325940-06394 医療法人ライフスマイ〒560-0011 06-6152-4566医療法人ライフスマイ増田　英人 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ル　ますだ歯科医院 豊中市上野西３丁目１３番５５号常　勤:    3ル　理事長　増田　英 組織変更 現存
     ラピスマンション１階 (歯       3)人 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326040-06402 村井歯科クリニック 〒561-0864 06-6850-1182村井　俊介 村井　俊介 平26.10. 1歯   診療所
     豊中市夕日丘２丁目１７番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326140-06410 医療法人若葉会　わか〒561-0881 06-4865-5615医療法人若葉会　理事小倉　春佳 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ば歯科医院 豊中市中桜塚２丁目２３番９号ヴ常　勤:    1長　吉村　禎浩 新規 現存
     ェラーレ中桜塚１階 (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326240-06436 医療法人健揚会　うお〒560-0021 06-6854-4180医療法人健揚会　理事魚田　泰三 平27. 1. 1歯   小歯 診療所
     た歯科医院 豊中市本町二丁目２番１０号カサ常　勤:    1長　魚田　泰三 組織変更 現存
     ・フェリーチェ２Ｆ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326340-06444 医療法人一心会　豊中〒560-0021 06-6855-9999医療法人一心会　理事頭司　圭介 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     本町歯科クリニック 豊中市本町１丁目５番８号第一高常　勤:    1長　山本　修史 新規 現存
     山ビル１階 (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326440-06451 新井歯科医院 〒560-0085 06-6318-5410新井　龍太郎 新井　龍太郎 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市上新田２丁目６番３号ＴＡ常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (歯       1) 平27. 4. 1
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 326540-06469 きた歯科 〒561-0802 06-6850-8881前田　芳樹 前田　芳樹 平27. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市曽根東町１丁目８番８号植常　勤:    1 新規 現存
     村ビル３階 (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326640-06477 医療法人　成和歯科診〒560-0082 06-6873-2311医療法人成和歯科診療中野　浩 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     療所 豊中市新千里東町一丁目４番２号常　勤:    2所　理事長　中野　浩 移転 現存
     千里ライフサイエンスセンタービ(歯       2) 平27. 4. 1
     ル１１階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326740-06485 みき歯科医院　千里中〒560-0085 06-6834-0363医療法人聖智会　理事森嵜　史子 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     央 豊中市上新田１丁目１９番１０号常　勤:    2長　三木　靖夫 新規 現存
     イスミヒルズ１０１号 (歯       2) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326840-06493 医療法人優祉会　スマ〒560-0085 06-6170-3331医療法人優祉会　理事播磨　宏眞 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     イルデンタルファミリ豊中市上新田３丁目９番１号プレ常　勤:    1長　坂本　吉史 組織変更 現存
     ー ミール桃山台 (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326940-06501 さいか歯科医院 〒560-0003 06-4981-0970齋賀　史郎 齋賀　史郎 平27. 7. 1歯   小歯 診療所
     豊中市東豊中町５丁目３０番４０常　勤:    1 新規 現存
     号グリーンヴィラ田中１階 (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327040-06519 藤田歯科　豊中ステー〒560-0021 06-6846-7700藤田　温人 藤田　温人 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ションクリニック 豊中市本町３丁目１番２６号ティ常　勤:    1 新規 現存
     オ阪急豊中内１Ｆ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327140-06527 曽根駅前歯科クリニッ〒561-0802 06-6152-5741河上　計人 河上　計人 平27. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 豊中市曽根東町３－２－６曽根駅常　勤:    2 新規 現存
     前ビルディング１０３ (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327240-06535 ありす歯科クリニック〒561-0884 06-4865-1818髙津　和代 髙津　和代 平27. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市岡町北１丁目２番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327340-06543 氏本歯科医院 〒561-0872 06-6863-2100氏本　史人 氏本　史人 平27. 9. 1歯   診療所
     豊中市寺内２丁目１３番４０号グ常　勤:    1 継承 現存
     リーンヴィラ１階 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 327440-06568 予防・口腔ケア　Ｍ’〒561-0802 06-6862-1165中津留　美香 中津留　美香 平27.12. 1歯   小歯 診療所
     ｓデンタルクリニック豊中市曽根東町５丁目７番９号１常　勤:    1 新規 現存
     ０１号室プレシェルト (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327540-06576 なかふじ歯科クリニッ〒560-0023 06-6335-4182中藤　信也 中藤　信也 平27.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 豊中市岡上の町１丁目１番１５号常　勤:    1 新規 現存
     プロスパー岡上の町１Ｆ (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327640-06584 医療法人グレープ　庄〒561-0827 06-6331-3504医療法人グレープ　理早川　裕也 平27.12. 1歯   小歯 診療所
     内みんなの歯科 豊中市大黒町２丁目１５番１２号常　勤:    1事長　富永　吉昭 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327740-06600 たかと歯科クリニック〒561-0871 06-6369-6480西田　尚人 西田　尚人 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市東寺内町１２－１緑地公園常　勤:    1 新規 現存
     ロイヤルマンション１０１号室 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327840-06618 横小路歯科クリニック〒561-0881 06-6852-1182横小路　貴義 横小路　貴義 平28. 5. 9歯   小歯 診療所
     豊中市中桜塚一丁目１６番４０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327940-06626 ふじたか歯科クリニッ〒560-0025 06-6842-3314藤髙　英晃 藤髙　英晃 平28. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 豊中市立花町三丁目１２番５１号常　勤:    1 継承 現存
     スリーセブンオオグシ１Ｆ (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328040-06634 医療法人　なかすじ矯〒560-0021 06-6857-1511医療法人なかすじ矯正中筋　真美子 平28. 9. 1歯   小歯 診療所
     正・小児歯科クリニッ豊中市本町一丁目９番３８号　谷常　勤:    2・小児歯科クリニック 組織変更 現存
     ク 垣ビル１階 (歯       2)　理事長　中筋　真美 平28. 9. 1
     子
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328140-06642 医療法人有心会　まつ〒561-0881 06-6852-4644医療法人有心会　理事松本　卓也 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     もと歯科 豊中市中桜塚二丁目２０番１２号常　勤:    1長　松本　卓也 組織変更 現存
     田中ビル１０３号室 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328240-06659 さくら歯科 〒560-0014 06-6846-2521香林　麻矢 香林　麻矢 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市熊野町四丁目２番地５１号常　勤:    1 新規 現存
     エミネンス北伊１０１ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 328340-06667 江本歯科医院 〒560-0011 06-6854-7106江本　寛樹 江本　寛樹 平28. 9. 1歯   診療所
     豊中市上野西二丁目２番３０号２常　勤:    2 継承 現存
     ０５ (歯       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328440-06675 坂田歯科 〒560-0082 06-6834-4188坂田　実緒子 坂田　実緒子 平28. 9.15歯   診療所
     豊中市新千里東町一丁目５番３号常　勤:    1 継承 現存
     千里朝日阪急ビル３階 (歯       1) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328540-06683 森歯科医院 〒561-0881 06-6853-0533森　啓充 森　啓充 平28.10.14歯   診療所
     豊中市中桜塚一丁目２番３８号　常　勤:    1 継承 現存
     ２階 (歯       1) 平28.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328640-06691 医療法人博友会　ほう〒560-0085 06-6105-8108医療法人博友会　理事平賀　猛 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     せんかデンタルクリニ豊中市上新田一丁目６番２７号奥常　勤:    4長　大森　洋介 新規 現存
     ック 井第１ビル２階 (歯       4) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328740-06709 かみなか歯科クリニッ〒560-0014 06-6210-6480上中　彰浩 上中　彰浩 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 豊中市熊野町二丁目１０番１２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328840-06717 永田歯科医院 〒561-0803 06-6866-2008永田　雅英 永田　雅英 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市城山町二丁目７番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328940-06725 医療法人　よしむら歯〒560-0084 06-6835-5547医療法人よしむら歯科 村　晋一 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     科医院 豊中市新千里南町三丁目１番１４常　勤:    2医院　理事長　 村　 組織変更 現存
     号 (歯       2)晋一 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329040-06733 医療法人宝永会　藤田〒561-0872 06-6866-0855医療法人宝永会　理事藤田　義典 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 豊中市寺内二丁目３番１５号 常　勤:    1長　藤田　義典 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 329140-06741 医療法人　ジョイスマ〒560-0082 06-6836-3456医療法人　ジョイスマ柴口　竜也 平29. 3.25矯歯 診療所
     イル矯正歯科 豊中市新千里東町一丁目４番２号常　勤:    1イル矯正歯科　理事長 移転 現存
     千里ライフサイエンスセンタービ(歯       1)　布袋　裕美 平29. 3.25
     ル１５階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329240-06758 くろだ歯科医院 〒561-0872 06-6863-8585黒田　智子 黒田　智子 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     豊中市寺内２丁目１４番７号緑地常　勤:    3 継承 歯外 現存
     公園第３千里ハイツ２Ｆ (歯       3) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329340-06766 森歯科医院小島診療所〒561-0802 06-6862-1494小島　尚美 小島　尚美 平29. 5. 1歯   小歯 診療所
     豊中市曽根東町３丁目２番１号ベ常　勤:    2 継承 現存
     ルビュー曽根館２階 (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329440-06774 医療法人ＯＭＳＢ　中〒561-0881 06-6841-8217医療法人ＯＭＳＢ　理中垣　直毅 平29. 9. 1歯   小歯 診療所
     垣歯科医院 豊中市中桜塚四丁目７番４号 常　勤:    2事長　中垣　直毅 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329540-06782 ソフィア歯科医院 〒560-0002 06-6855-4184村上　有子 村上　有子 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市緑丘４丁目１イオンタウン常　勤:    1 継承 現存
     豊中緑丘２０３ (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329640-06790 本庄歯科クリニック 〒560-0032 06-6858-4888本庄　智 本庄　智 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     豊中市蛍池東町１丁目４番８号福常　勤:    1 新規 現存
     永ビル２Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329740-06808 医療法人はぴねす　は〒561-0872 06-6151-4618医療法人はぴねす　理兒島　梓 平30. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ぴねす歯科　緑地公園豊中市寺内二丁目１３番５７号緑常　勤:    1事長　野澤　修一 新規 歯外 現存
     駅前クリニック 地フレックスビル１階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329841-00049 山田歯科医院 〒530-0041 06-6351-8140山田　昇一 山田　昇一 昭32.10. 1歯   診療所
     大阪市北区天神橋一丁目１３番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329941-00429 梅田歯科診療所 〒530-0001 06-6346-5321阿河　敏之 阿河　敏之 昭32.10. 1歯   診療所
     大阪市北区梅田二丁目１番１５号常　勤:    2 新規 現存
     橘ビル (歯       2) 平17.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330041-02102 人見歯科医院 〒530-0015 06-6371-2241人見　クスクマ 人見　クスクマ 昭45. 9. 1歯   診療所
     大阪市北区中崎西四丁目１番２号常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
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 330141-02284 吉川歯科医院 〒530-0018 06-6314-0543吉川　與司雄 吉川　與司雄 昭47. 1. 1歯   診療所
     大阪市北区小松原町１番４号ナン常　勤:    1 新規 現存
     リビル４階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330241-02367 加納歯科 〒530-0012 06-6373-6794加納　晴彦 加納　晴彦 昭47. 6. 1歯   診療所
     大阪市北区芝田一丁目１番４号阪常　勤:    2 現存
     急ターミナルビル９階 (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330341-02417 矢追デンタルクリニッ〒530-0057 06-6313-6796矢追　秀純 矢追　秀純 昭47.11. 1歯   診療所
     ク 大阪市北区曽根崎二丁目１１番８常　勤:    1 新規 現存
     号日興ビル９階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330441-02425 医療法人社団皓歯会　〒530-0012 06-6373-6791医療法人社団　皓歯会飯原　俊司 昭48. 1. 1歯   診療所
     阪急ターミナルビル診大阪市北区芝田一丁目１番４号阪常　勤:    1　理事長　前田　憲一 新規 現存
     療所 急ターミナルビル８階 (歯       1)郎 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330541-02672 遅歯科医院 〒530-0002 06-6341-2578遅　基洋 遅　基洋 昭50. 3. 1歯   診療所
     大阪市北区曽根崎新地一丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     ３号遅ビル４階 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330641-02722 医療法人白磁会　中之〒530-0005 06-6445-1104医療法人　白磁会　理橋谷　忠興 昭50. 6. 1歯   診療所
     島センタービル歯科診大阪市北区中之島六丁目２番２７常　勤:    2事長　橋谷　忠興 新規 現存
     療所 号中之島センタービル１８階 (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330741-02839 黒川歯科 〒530-0001 06-6346-0801黒川　森夫 黒川　森夫 昭51.11. 1歯   診療所
     大阪市北区梅田一丁目２番２－２常　勤:    1 移転 現存
     ００駅前第２ビル２Ｆ１７－６ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330841-02938 西川デンタルクリニッ〒530-0027 06-6315-8148西川　久義 西川　久義 昭52. 8. 1歯   診療所
     ク 大阪市北区堂山町３番３号日本生常　勤:    2 新規 現存
     命梅田ビル８階 (歯       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330941-02946 医療法人社団皓歯会　〒530-0017 06-6315-7500医療法人社団皓歯会　前田　憲一郎 昭52. 8. 1歯   診療所
     阪急グランドビル診療大阪市北区角田町８番４７号阪急常　勤:    2理事長　前田　憲一郎 新規 現存
     所 グランドビル２２階 (歯       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 331041-03142 高麗歯科 〒530-0047 06-6364-8972高麗　誠紀 高麗　誠紀 昭54. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区西天満三丁目５番２２常　勤:    2 新規 現存
     号イスタンビル１階 (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331141-03209 坪井歯科診療所 〒530-0012 06-6372-3967坪井　康修 坪井　康修 昭54. 6. 1歯   診療所
     大阪市北区芝田２－２－１３　日常　勤:    1 移転 現存
     生ビル東館４Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331241-03266 森歯科医院 〒530-0047 06-6361-7827森　敬子 森　敬子 昭54.11. 1歯   診療所
     大阪市北区西天満四丁目３番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331341-03274 Ｈ．Ｙデンタルクリニ〒530-0001 06-6344-9419吉田　晧 吉田　晧 昭54.12. 1歯   診療所
     ック吉田歯科 大阪市北区梅田一丁目１番３号　常　勤:    1 新規 現存
     大阪駅前第３ビル１８階－１１号(歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331441-03480 向井歯科医院 〒530-0035 06-6352-6608向井　秀郁 向井　秀郁 昭56. 6. 1歯   診療所
     大阪市北区同心二丁目１３番６号常　勤:    1 継承 現存
     森藤コーポ１階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331541-03563 赤坂歯科診療所 〒530-0047 06-6365-9641赤坂　由貴子 赤坂　由貴子 昭57. 6. 1歯   診療所
     大阪市北区西天満４－１２－１７常　勤:    1 新規 現存
     　サンキムラビル４Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331641-03621 上田歯科 〒530-0001 06-6347-0418上田　祐嗣 上田　祐嗣 昭58. 5. 1歯   診療所
     大阪市北区梅田三丁目１番１号サ常　勤:    2 新規 現存
     ウスゲートビル１７階 (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331741-03639 医療法人祐朋会　上田〒530-0012 06-6371-2712医療法人祐朋会　理事勝間　有香 昭58. 4. 1歯   診療所
     歯科診療所 大阪市北区芝田二丁目１番１８号常　勤:    1長　上田　祐嗣 組織変更 現存
     西阪急ビル地下１階 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331841-03928 医療法人白鵬会　阪本〒530-0001 06-6346-0301医療法人白鵬会　理事阪本　光伸 昭62. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科矯正歯科大阪駅前大阪市北区梅田一丁目９番２０号常　勤:    2長　阪本　貴司 移転 歯外 現存
     マルビル診療所 大阪マルビル２階 (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 331941-03951 かねだ歯科 〒530-0047 06-6363-0809金田　龍洙 金田　龍洙 昭63. 3. 1歯   診療所
     大阪市北区西天満５－２－１８三常　勤:    1 新規 現存
     共ビル東館５Ｆ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332041-03993 戎歯科医院 〒530-0014 06-6371-6648戎　文彦 戎　文彦 昭63.10. 1歯   診療所
     大阪市北区鶴野町４－Ａ－１２７常　勤:    1 継承 現存
     コーポ野村梅田 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332141-04017 大野歯科医院 〒531-0076 06-6458-8060大野　美穂 大野　美穂 昭38. 7. 1歯   診療所
     大阪市北区大淀中三丁目３番１３常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332241-04058 井上歯科医院 〒531-0072 06-6371-1059井上　秀人 井上　秀人 昭46. 7. 1歯   診療所
     大阪市北区豊崎五丁目８番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332341-04116 医療法人　松歯会　松〒531-0041 06-6351-0801医療法人　松歯会松本松本　洋平 昭54. 7. 2歯   診療所
     本歯科医院 大阪市北区天神橋７－２－７ 常　勤:    6歯科医院　理事長　松 移転 現存
     (歯       6)本　洋平 平24. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332441-04157 美島歯科医院 〒531-0074 06-6375-1685美島　達平 美島　達平 昭56.10. 1歯   診療所
     大阪市北区本庄東三丁目９番１３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332541-04165 梅垣歯科医院 〒531-0076 06-6451-9188梅垣　毅 梅垣　毅 昭56.12. 1歯   診療所
     大阪市北区大淀中五丁目１４番１常　勤:    1 新規 休止
     －１０５ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332641-04272 東阪急ビル徳永歯科診〒530-0017 06-6313-0033徳永　道彦 徳永　道彦 平元. 4. 1歯   診療所
     療所 大阪市北区角田町１番１号　東阪常　勤:    1 継承 現存
     急ビル２階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332741-04280 デンタルクリニックは〒530-0036 06-6353-4425橋本　博章 橋本　博章 平元. 8. 1歯   小歯 診療所
     しもと 大阪市北区与力町４番１５号ダイ常　勤:    1 移転 現存
     ナスティ与力１階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332841-04363 上田歯科医院 〒531-0064 06-6356-6430上田　淳二 上田　淳二 平 2. 4. 1歯   診療所
     大阪市北区国分寺一丁目２番１号常　勤:    1 新規 現存
     キョーエイビル３０１ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332941-04447 大浦矯正歯科医院 〒530-0041 06-6351-4182大浦　寿哉 大浦　寿哉 平 2.11. 1歯   矯歯 診療所
     大阪市北区天神橋四丁目７番２９常　勤:    1 現存
     号扇町山一ビル２階 (歯       1) 平29.11. 1
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 333041-04462 まつい歯科医院 〒531-0061 06-6358-1817松井　重文 松井　重文 平 3. 4. 1歯   診療所
     大阪市北区長柄西１－１－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333141-04520 医療法人光慈会　柳内〒531-0072 06-6376-0533医療法人光慈会　理事柳内　義幸 平 3. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科医院 大阪市北区豊崎３－１５－９　第常　勤:    1長　柳内　義幸 組織変更 現存
     二ショーレイビル１Ｆ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333241-04538 医療法人　河野歯科 〒530-0041 06-6357-0030医療法人河野歯科　理河野　長行 平 3. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市北区天神橋３－１－１０ 常　勤:    2事長　河野　長行 組織変更 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333341-04546 谷口歯科医院 〒530-0043 06-6357-1782谷口　浩康 谷口　浩康 平 3. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市北区天満三丁目４番７号Ｙ常　勤:    1 新規 現存
     ＯＩビル２階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333441-04553 医療法人魁　小坂歯科〒531-0076 06-6453-3119医療法人魁　理事長　小坂　恵一 平 3.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大阪市北区大淀中二丁目７番２３常　勤:    3小坂　恵一 歯外 現存
     号　小坂ビル１階 (歯       3) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333541-04595 いわはし歯科 〒530-0041 06-6881-1884岩橋　寛 岩橋　寛 平 4. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市北区天神橋四丁目８番２１常　勤:    1 新規 現存
     号ＫＹビル２階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333641-04678 川上歯科医院 〒530-0044 06-6351-6481川上　昌宏 川上　昌宏 平 4.11. 1歯   診療所
     大阪市北区東天満二丁目１０番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号マークベストビル２階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333741-04686 西田歯科医院 〒530-0044 06-6881-0418西田　昌弘 西田　昌弘 平 4.12. 1歯   診療所
     大阪市北区東天満二丁目９番１号常　勤:    1 新規 現存
     若杉センタービル２階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333841-04702 医療法人　松本歯科診〒530-0005 06-6448-3676医療法人　松本歯科診松本　昭 平 5. 1. 1歯   診療所
     療所 大阪市北区中之島三丁目２番１８常　勤:    1療所　理事長　松本　 組織変更 現存
     号住友中之島ビル２階 (歯       1)昭 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333941-04728 桜井歯科医院 〒531-0071 06-6373-6480桜井　誠二 桜井　誠二 平 5. 4. 1歯   診療所
     大阪市北区中津一丁目２番１８号常　勤:    1 新規 現存
     桜井ビル新館１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334041-04777 橋本歯科診療所 〒530-0003 06-6343-1715橋本　元伸 橋本　元伸 平 5. 9. 1歯   診療所
     大阪市北区堂島二丁目１番１６号常　勤:    1 新規 現存
     フジタ東洋紡ビル１階 (歯       1) 平29. 9. 1
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 334141-04827 髙垣歯科診療所 〒530-0001 06-6341-7264高垣　健太郎 髙垣　健太郎 平 6. 4. 1歯   診療所
     大阪市北区梅田１－８－１７大阪常　勤:    1 継承 現存
     第一生命ビル２階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334241-04843 大野歯科 〒530-0051 06-6362-0648大野　泰史 大野　泰史 平 6. 7. 1歯   診療所
     大阪市北区太融寺町５－８　ダイ常　勤:    1 新規 現存
     ヤモンドビル南館２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334341-04876 清光歯科医院 〒530-0001 06-6345-4187清光　義隆 清光　義隆 平 6. 5.25歯   歯外 診療所
     大阪市北区梅田１－３－１－４０常　勤:    1 継承 現存
     ０大阪駅前第１ビル４階 (歯       1) 平30. 5.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334441-04892 医療法人延歯会　延藤〒530-0003 06-6344-1180医療法人延歯会　理事延藤　直弥 平 6. 7. 1歯   矯歯 歯外診療所
     歯科 大阪市北区堂島１－１－５　ザイ常　勤:    5長　延藤　直彌 移転 現存
     マックス梅田新道ビル４Ｆ (歯       5) 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334541-04926 阪田歯科医院 〒530-0051 06-6361-9515阪田　和夫 阪田　和夫 平 6.10.27歯   診療所
     大阪市北区太融寺町１番１７号梅常　勤:    1 継承 現存
     田アスカビル２階 (歯       1) 平24.10.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334641-04934 由井歯科 〒530-0047 06-6362-9493由井　昭平 由井　昭平 平 7. 2. 7歯   診療所
     大阪市北区西天満四丁目１０番１常　勤:    1 継承 現存
     ８号石之ビル２階 (歯       1) 平28. 2. 7
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334741-04942 おかだ歯科 〒531-0075 06-6454-4144岡田　克也 岡田　克也 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市北区大淀南二丁目８番１３常　勤:    1 新規 現存
     号　グロウス岩井１階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334841-05030 医療法人　清原歯科医〒530-0001 06-6341-8241医療法人　清尚会　理清原　尚 平 6. 1. 4歯   診療所
     院 大阪市北区梅田一丁目２番２ー２常　勤:    1事長　清原　尚 組織変更 現存
     ００号　大阪駅前第２ビル２階 (歯       1) 平 6. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334941-05055 岡田歯科医院 〒530-0043 06-6352-8211岡田　修二 岡田　修二 平 7. 9. 1歯   診療所
     大阪市北区天満四丁目３番５号中常　勤:    2 新規 現存
     之島岡田ビル１階 (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335041-05071 森川歯科医院 〒530-0057 06-6362-0336森川　裕 森川　裕 平 7.10. 1歯   診療所
     大阪市北区曽根崎一丁目４番６号常　勤:    1 新規 現存
     新御堂筋ビル６階 (歯       1) 平28.10. 1
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 335141-05089 辻歯科医院 〒530-0041 06-6351-2491辻　潔 辻　潔 平 7. 9. 1歯   診療所
     大阪市北区天神橋四丁目８番８号常　勤:    2 移転 現存
     平川ビル２階 (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335241-05097 マキタ歯科医院 〒530-0012 06-6359-8211槇田　武史 槇田　武史 平 7.11. 1歯   診療所
     大阪市北区芝田一丁目５番１２号常　勤:    1 新規 現存
     備後屋ビル２階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335341-05139 徳田歯科医院 〒530-0003 06-6344-7634徳田　明洋 徳田　明洋 平 8. 2. 1歯   診療所
     大阪市北区堂島二丁目４番２７号常　勤:    1 移転 現存
     新藤田ビルＢ１階 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335441-05162 中川歯科医院 〒530-0041 06-6357-4181中川　晴彦 中川　晴彦 平 8. 5. 1歯   診療所
     大阪市北区天神橋六丁目３番１６常　勤:    1 新規 現存
     号朝日生命大阪天六ビル２階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335541-05170 三輪歯科 〒530-0001 06-6346-0558三輪　佳子 三輪　佳子 平 8. 8.24歯   診療所
     大阪市北区梅田一丁目２番２００常　勤:    1 継承 現存
     号大阪駅前第２ビル２階 (歯       1) 平29. 8.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335641-05196 カモト歯科医院 〒530-0041 06-6358-1078賀本　方子 賀本　方子 平 9. 1. 1歯   歯外 診療所
     大阪市北区天神橋二丁目３番１０常　勤:    1 新規 現存
     号サンハイム南森町２階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335741-05204 西本歯科医院 〒530-0041 06-6882-0631西本　雅英 西本　雅英 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市北区天神橋５丁目７番１２常　勤:    1 新規 現存
     号キングスコート２Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335841-05220 ひらい歯科 〒530-0047 06-6364-6115平井　泰 平井　泰 平 9. 4. 1歯   診療所
     大阪市北区西天満３丁目１０番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335941-05238 矢鳴歯科 〒530-0035 06-6351-2539矢鳴　文郎 矢鳴　文郎 平 9. 3. 1歯   診療所
     大阪市北区同心１丁目１番２－１常　勤:    1 移転 現存
     ０１号ベル・アーバニティ同心１(歯       1) 平30. 3. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336041-05279 きもと歯科 〒531-0063 06-6354-5666木元　外志勝 木元　外志勝 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市北区長柄東二丁目８番３６常　勤:    1 新規 現存
     号淀川リバーサイドビーネ２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 336141-05287 医療法人星真会　アモ〒530-0001 06-6344-8241医療法人星真会アモウ天羽　隆 平 9. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ウデンタルクリニック大阪市北区梅田一丁目１１番１０常　勤:   22デンタルクリニック　 組織変更 歯外 現存
     ０号大阪駅前第４ビル１階 (歯      22)理事長　天羽　隆 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336241-05378 医療法人　須田歯科 〒530-0017 06-6315-7575医療法人　須田歯科　須田　宜之 平10. 7. 1歯   歯外 診療所
     大阪市北区角田町８番４７号阪急常　勤:    3理事長　須田　宜之 組織変更 現存
     グランドビル２２階 (歯       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336341-05402 柳井歯科医院 〒530-0003 06-6341-6807柳井　淑子 柳井　淑子 平10. 8.21歯   診療所
     大阪市北区堂島一丁目１番２５号常　勤:    1 継承 現存
     新山本ビル７階 (歯       1) 平28. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336441-05519 白井歯科 〒530-0057 06-6311-4180白井　喜宏 白井　喜宏 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市北区曽根崎一丁目１番１２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336541-05535 宮本歯科医院 〒530-0001 06-6348-1688宮本　満 宮本　満 平11.11. 1歯   診療所
     大阪市北区梅田二丁目４番１３号常　勤:    2 移転 現存
     阪神産經桜橋ビル２階 (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336641-05584 尚原歯科医院 〒531-0076 06-6458-3370尚原　理絵子 尚原　理絵子 平12. 2. 1歯   診療所
     大阪市北区大淀中二丁目６番１０常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336741-05600 ＡＢＯ歯科クリニック〒530-0001 06-6344-4184英保　武志 英保　武志 平12. 6. 1歯   診療所
     大阪市北区梅田三丁目３番４５号常　勤:    1 新規 現存
     マルイト西梅田ビル２０５－１ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336841-05634 みやうちデンタルクリ〒530-0027 06-6360-6060宮内　修平 宮内　修平 平12. 7. 1歯   診療所
     ニック 大阪市北区堂山町４番６号　エス常　勤:    1 新規 現存
     イーアールタワーズ３階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336941-05683 名越歯科 〒530-0015 06-6373-8888名越　里佐 名越　里佐 平12. 8.28歯   診療所
     大阪市北区中崎西二丁目４番１２常　勤:    2 継承 現存
     号梅田センタービル２階 (歯       2) 平24. 8.28
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 337041-05691 長谷川歯科医院 〒530-0015 06-6372-9004長谷川　 彦 長谷川　 彦 平12.10.10歯   診療所
     大阪市北区中崎西一丁目１番２６常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平24.10.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337141-05733 河合歯科医院 〒531-0071 06-4802-3484河合　到 河合　到 平13. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市北区中津二丁目５番３１号常　勤:    1 新規 現存
     レインボー中津１階 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337241-05766 守下歯科診療所 〒530-0005 06-6222-6331守下　雅美 守下　雅美 平13. 4. 1歯   診療所
     大阪市北区中之島二丁目２番２号常　勤:    1 移転 現存
     大阪中之島ビル地下１階 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337341-05790 医療法人洗心会　デン〒530-0001 06-6348-8876医療法人洗心会　理事佐藤　康郎 平13. 6. 1歯   診療所
     タルクリニック　シン大阪市北区梅田三丁目１番１号１常　勤:    5長　玉置　敏夫 新規 現存
     クトゥースＪＲ大阪駅号館１０３号 (歯       5) 平25. 6. 1
     診療所 非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337441-05816 医療法人宝樹会　福西〒530-0001 06-6343-7586医療法人　宝樹会　理福西　一浩 平13. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     歯科クリニック 大阪市北区梅田二丁目５番２５号常　勤:    8事長　福西　一浩 組織変更 現存
     梅田阪神第１ビルディング５階 (歯       8) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337541-05832 さくら歯科クリニック〒530-0047 06-6312-8211辻井　隆 辻井　隆 平13.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区西天満五丁目１６番１常　勤:    1 新規 現存
     ３号ＮＦ高橋ビル２階 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337641-05840 福長デンタルクリニッ〒530-0051 06-6361-1120福長　功 福長　功 平14. 1. 1歯   診療所
     ク 大阪市北区太融寺町８番２号　エ常　勤:    1 新規 現存
     ーワンビル３０１号 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337741-05873 芦沢歯科クリニック 〒530-0028 06-6314-1445芦澤　亮治 芦澤　亮治 平14. 1. 1歯   診療所
     大阪市北区万歳町４番１２号　浪常　勤:    2 継承 現存
     速ビル１階 (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337841-05881 医療法人皓貴会　田中〒530-0005 06-6443-1051医療法人皓貴会　理事田中　康隆 平14. 1. 1歯   診療所
     歯科 大阪市北区中之島五丁目３番６８常　勤:    1長　田中　康隆 組織変更 現存
     号リーガロイヤルホテル地下１階(歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 337941-05923 オクノ歯科 〒530-0012 06-6373-1261奥野　夏樹 奥野　夏樹 平14. 5.27歯   診療所
     大阪市北区芝田一丁目１番４号阪常　勤:    2 継承 現存
     急ターミナルビル７階 (歯       2) 平26. 5.27
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338041-05931 奥野歯科 〒530-0027 06-6361-3269坂井　真樹子 坂井　真樹子 平14. 5.27歯   診療所
     大阪市北区堂山町１７番２２号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平26. 5.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338141-05980 辻歯科 〒530-0004 06-6341-0148辻　孝子 辻　孝子 平14.11. 1歯   診療所
     大阪市北区堂島浜二丁目１番２９常　勤:    3 移転 現存
     号古河大阪ビル　１階 (歯       3) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338241-06004 医療法人　浦野歯科診〒530-0003 06-6455-0766医療法人浦野歯科診療浦野　智 平15. 1. 1歯   診療所
     療所 大阪市北区堂島一丁目６番２０号常　勤:    1所　理事長　浦野　智 組織変更 現存
     堂島アバンザ５階 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338341-06038 高畑歯科 〒530-0047 06-6365-1181髙畑　栄夫 髙畑　栄夫 平15. 3. 1歯   診療所
     大阪市北区西天満四丁目４番１８常　勤:    1 移転 現存
     号梅ヶ枝中央ビル２階 (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338441-06053 広田デンタルクリニッ〒530-0041 06-6882-4182 田　克征 田　克征 平15. 6. 1歯   歯外 診療所
     ク 大阪市北区天神橋二丁目２番１０常　勤:    1 新規 現存
     号ワイズビル５階 (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338541-06061 小林歯科医院 〒531-0074 06-6374-3043小林　久泰 小林　久泰 平15. 5. 1歯   診療所
     大阪市北区本庄東二丁目２番２８常　勤:    1 継承 現存
     号天神橋ホワイトハイツ１階 (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338641-06087 大塚歯科第３ビル診療〒530-0001 06-6344-6480大塚　俊裕 大塚　俊裕 平15. 7. 1歯   診療所
     所 大阪市北区梅田一丁目１番３号大常　勤:    4 継承 現存
     阪駅前第３ビル１８階 (歯       4) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   346 頁

 338741-06095 医療法人孝陽会　戸谷〒531-0071 06-4802-4300医療法人孝陽会　戸谷戸谷　孝洋 平15. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科クリニック 大阪市北区中津二丁目３番１０号常　勤:    5歯科クリニック　理事 組織変更 現存
     トライスタービル２階 (歯       5)長　戸谷　孝洋 平27. 7. 1
     非常勤:   13
     (歯      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338841-06103 和泉歯科医院 〒530-0047 06-6365-8424和泉　雅巳 和泉　雅巳 平15.10. 1歯   診療所
     大阪市北区西天満二丁目３番１号常　勤:    1 新規 現存
     和泉ビル２階 (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338941-06145 医療法人洗心会　デン〒530-0018 06-6312-8876医療法人洗心会　理事山本　真嗣 平15.10. 1歯   診療所
     タルクリニックシンク大阪市北区小松原町梅田地下街４常　勤:    1長　玉置　敏夫 組織変更 現存
     トゥース －３号 (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339041-06152 医療法人尾辻会　尾辻〒531-0074 06-6359-2665医療法人尾辻会　理事尾辻　淳 平15.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 大阪市北区本庄東一丁目１番１０常　勤:    1長　尾辻　淳 組織変更 歯外 現存
     号ＲＩＳＥ８８－１０２号室 (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339141-06186 猪木歯科堂島診療所 〒530-0004 06-6341-8011猪木　一雄 猪木　一雄 平16. 2. 1歯   歯外 診療所
     大阪市北区堂島浜二丁目２番２８常　勤:    1 新規 現存
     号堂島アクシスビルＢ－１ (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339241-06210 きのした歯科 〒530-0016 06-6372-1171木下　秀人 木下　秀人 平16. 2. 1歯   小歯 診療所
     大阪市北区中崎一丁目６番１６号常　勤:    1 移転 現存
     山本ビル１階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339341-06228 Ｈ＆Ｓ矯正歯科クリニ〒530-0047 06-6311-3229医療法人社団孔雀会　小林　明美 平16. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 大阪市北区西天満四丁目１４番３常　勤:    1理事長　井上　龍治 新規 歯外 現存
     号住友生命御堂筋ビル１０階 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339441-06251 大山歯科クリニック 〒530-0041 06-6351-8661医療法人尚歯会　理事大山　利子 平16. 6. 1歯   診療所
     大阪市北区天神橋六丁目４番１１常　勤:    3長　大山　晋孝 移転 現存
     号Ｓ＆Ｙビル２Ｆ (歯       3) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 339541-06277 中谷歯科医院 〒530-0045 06-6363-3892中谷　徹 中谷　徹 平16. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区天神西町２番３号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339641-06301 江藤歯科医院 〒530-0045 06-6361-2102江藤　賢治 江藤　賢治 平17. 4. 1歯   診療所
     大阪市北区天神西町３番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339741-06319 さちこ歯科 〒530-0026 06-6363-6480小林　祥子 小林　祥子 平17. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市北区神山町１番７号アーバ常　勤:    1 新規 現存
     ネックス神山町ビル３－Ｄ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339841-06343 林歯科医院 〒530-0026 06-6362-1515林　努 林　努 平17. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区神山町６番４号北川ビ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ル２階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339941-06384 こばやし歯科クリニッ〒531-0076 06-6452-4817小林　実 小林　実 平17. 9. 1歯   診療所
     ク 大阪市北区大淀中二丁目２番７号常　勤:    1 新規 現存
     キリンパークサイド１階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340041-06392 新梅田木村デンタルオ〒531-0076 06-6451-8855木村　和弘 木村　和弘 平17. 9. 1歯   歯外 診療所
     フィス 大阪市北区大淀中二丁目１１番８常　勤:    1 新規 現存
     号新梅田ＩＴビル２階　２０１号(歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340141-06400 彩デンタルスタジオ 〒530-0015 06-4802-0031玉置　彩 玉置　彩 平17.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大阪市北区中崎西二丁目６番６号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     　１階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340241-06517 医療法人　双葉会　中〒530-0051 06-6312-8881医療法人　双葉会　理中川　浩一 平18. 8. 1矯歯 診療所
     川矯正歯科 大阪市北区太融寺町５番１３号東常　勤:    1事長　中川　浩一 新規 現存
     梅田パークビル７階 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340341-06525 医療法人　皓隆会　南〒530-0047 06-6315-0111医療法人　皓隆会　理南　昌宏 平18. 7. 1歯   診療所
     歯科医院 大阪市北区西天満二丁目６番８号常　勤:    1事長　南　昌宏 組織変更 現存
     堂島ビルヂング　１階 (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340441-06533 おの歯科クリニック 〒530-0041 06-6881-1122小野　聖子 小野　聖子 平18. 9. 1歯   診療所
     大阪市北区天神橋三丁目１０番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号松村ビル１階 (歯       1) 平24. 9. 1
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 340541-06541 天神橋歯科クリニック〒530-0041 090-70970271石田　憲正 石田　憲正 平18.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市北区天神橋五丁目７番１０常　勤:    1 新規 現存
     号さかしん天神橋ビル６階６０１(歯       1) 平24.10. 1
     号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340641-06566 梅垣歯科新梅田シティ〒531-0076 06-6453-6838梅垣　輝生 梅垣　輝生 平18.10.18歯   診療所
     診療所 大阪市北区大淀中一丁目１番８８常　勤:    3 移転 現存
     号梅田スカイビルタワーイースト(歯       3) 平24.10.18
     ７階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340741-06574 土岐デンタルクリニッ〒530-0033 06-4800-6480土岐　一仁 土岐　一仁 平19. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市北区池田町６番１０号ファ常　勤:    1 新規 現存
     イン・ファーストビル５階５０１(歯       1) 平25. 1. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340841-06582 デンタルクリニカさが〒530-0012 06-6373-0303相樂　貞文 相樂　貞文 平19. 1. 1歯   歯外 診療所
     ら 大阪市北区芝田一丁目１２番７号常　勤:    1 新規 現存
     大栄ビル２階 (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340941-06590 快適歯科 〒530-0041 06-6356-1778松本　宗範 松本　宗範 平19. 2. 1歯   歯外 診療所
     大阪市北区天神橋六丁目３番２４常　勤:    1 新規 現存
     号米田第２ビル　ハイムアピュラ(歯       1) 平25. 2. 1
     ンス　２０１号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341041-06665 かわさと歯科 〒530-0002 06-6344-5535川里　邦夫 川里　邦夫 平19. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市北区曽根崎新地一丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     ２０号桜橋ＩＭビル４階 (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341141-06699 むとべデンタルクリニ〒530-0003 06-4981-5483六人部　慶彦 六人部　慶彦 平19.11. 1歯   診療所
     ック 大阪市北区堂島二丁目３番７号シ常　勤:    1 新規 現存
     ンコービル１階 (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341241-06707 竹花歯科クリニック 〒530-0001 06-6341-7604竹花　功 竹花　功 平19.10.23歯   診療所
     大阪市北区梅田一丁目３番１－２常　勤:    1 継承 現存
     ００号大阪駅前第１ビル２階 (歯       1) 平25.10.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341341-06715 デビューデンタルクリ〒530-0001 06-4799-3055中尾　信彦 中尾　信彦 平19.11. 1歯   矯歯 診療所
     ニック 大阪市北区梅田一丁目１３番１３常　勤:    1 継承 現存
     号阪神百貨店６階 (歯       1) 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 341441-06723 たつみ歯科医院 〒530-0045 06-6312-1187巽　貞樹 巽　貞樹 平20. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市北区天神西町５番１７号ア常　勤:    1 新規 現存
     クティ南森町１０２ (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341541-06764 棚橋歯科医院 〒530-0047 06-6312-3686棚橋　成伍 棚橋　成伍 平20. 5. 1歯   診療所
     大阪市北区西天満五丁目１４番１常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341641-06798 医療法人　大西矯正歯〒530-0012 06-6372-8254医療法人大西矯正歯科大西　秀威 平20. 5. 1矯歯 診療所
     科クリニック 大阪市北区芝田一丁目４番８号北常　勤:    2クリニック　理事長　 移転 現存
     阪急ビルディング２階 (歯       2)大西　秀威 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341741-06806 医療法人善友会　山口〒530-0041 06-6351-5815医療法人善友会　理事山口　善一 平20. 7. 1歯   小歯 診療所
     歯科 大阪市北区天神橋三丁目８番１９常　勤:    1長　山口　善一 組織変更 現存
     号天三北木村ビル２階 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341841-06855 中津歯科クリニック 〒531-0071 06-6372-6947松井　啓 松井　啓 平20.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区中津一丁目７番１７号常　勤:    1 移転 現存
     リップル北梅田ビル１階 (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341941-06863 医療法人真摯会　梅田〒530-0001 06-6345-0840医療法人真摯会　理事中薗　裕人 平21. 1. 1歯   矯歯 診療所
     クローバー歯科クリニ大阪市北区梅田一丁目１番３－１常　勤:    5長　松本　正洋 新規 現存
     ック ８００大阪駅前第３ビル１８階 (歯       5) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342041-06871 なかの歯科医院 〒530-0033 06-6881-6800中野　良益 中野　良益 平21. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市北区池田町１６－６レジュ常　勤:    1 新規 現存
     ールアッシュ天神橋１０３号室 (歯       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342141-06889 梅田オランジェ歯科・〒530-0012 06-6377-4618下元　康英 下元　康英 平21. 3. 2歯   矯歯 診療所
     矯正歯科 大阪市北区芝田一丁目１０番８号常　勤:    3 組織変更 現存
     山中ビル３階 (歯       3) 平27. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342241-06939 西奥歯科医院 〒530-6107 06-6445-2409西奥　和雄 西奥　和雄 平21. 5. 1歯   診療所
     大阪市北区中之島三丁目３番２３常　勤:    1 移転 現存
     号中之島ダイビル７階 (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342341-06947 東郷歯科医院 〒530-6106 06-6443-1010東郷　達夫 東郷　達夫 平21. 5. 1歯   診療所
     大阪市北区中之島三丁目３番２３常　勤:    1 移転 現存
     号中之島ダイビル６０１ａ (歯       1) 平27. 5. 1
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 342441-06962 奥村歯科医院 〒530-0041 06-6351-6301奥村　豪 奥村　豪 平21. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市北区天神橋二丁目２番２３常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342541-06970 水沼歯科医院 〒530-0054 06-6364-8756水沼　武史 水沼　武史 平21. 7. 1歯   診療所
     大阪市北区南森町二丁目２番７号常　勤:    2 継承 現存
     －１０３ (歯       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342641-06988 医療法人輝笑会　いち〒530-0044 06-6355-2073医療法人輝笑会　理事市耒　正博 平21. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     き歯科 大阪市北区東天満一丁目１０番１常　勤:    4長　市耒　正博 組織変更 現存
     ０号サン・ファースト南森町２階(歯       4) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342741-06996 こにし歯科クリニック〒531-0064 06-6881-6480小西　雅人 小西　雅人 平21. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市北区国分寺一丁目２番３１常　勤:    1 新規 現存
     号さざなみプラザ第５３１号棟１(歯       1) 平27. 9. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342841-07010 はなもと歯科 〒530-0041 06-6355-4181華本　真悟 華本　真悟 平21.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市北区天神橋四丁目５番２号常　勤:    1 新規 現存
     エンゼル天満ビル２０１号 (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342941-07028 大家歯科 〒530-0001 06-6343-8049大家　正規 大家　正規 平21.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市北区梅田一丁目１１番４－常　勤:    1 新規 現存
     ２００号大阪駅前第４ビル２Ｆ (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343041-07044 医療法人歯研会　奥野〒530-0003 06-6341-3234医療法人歯研会　奥野奥野　幾久 平21.10.10歯   歯外 診療所
     歯科医院 大阪市北区堂島一丁目２番５号堂常　勤:    3歯科医院　理事長　奥 移転 現存
     北ダイビル１階 (歯       3)野　幾久 平27.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343141-07069 大石歯科診療所 〒530-0012 06-6372-1541石崎　好洋 石崎　好洋 平22. 2. 1歯   診療所
     大阪市北区芝田二丁目７番１８号常　勤:    2 移転 現存
     オーエックス梅田ビル新館２Ｆ (歯       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343241-07085 ささき歯科 〒530-0033 06-6351-1005佐々木　裕 佐々木　裕 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区池田町３番１号ぷらら常　勤:    1 新規 現存
     てんま２Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   351 頁

 343341-07093 重松歯科医院 〒531-0075 06-6345-4618重松　知宏 重松　知宏 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区大淀南一丁目１１番５常　勤:    1 継承 現存
     号ＧＭビル１階 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343441-07101 医療法人　白歯会　吉〒530-0005 06-6441-1592医療法人　白歯会　理吉川　貴志 平22. 4. 1歯   診療所
     川歯科医院 大阪市北区中之島三丁目３番２３常　勤:    1事長　吉川　貴志 組織変更 現存
     号中之島ダイビル５０８号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343541-07150 こうり歯科クリニック〒530-0041 06-6314-6564洪里　周作 洪里　周作 平22. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区天神橋六丁目５番１３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343641-07184 メディカデンタルクリ〒530-0004 06-6442-4618内藤　真次 内藤　真次 平22.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 大阪市北区堂島浜一丁目４番１９常　勤:    1 新規 現存
     号マニュライフプレイス堂島２階(歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343741-07192 原歯科 〒530-0041 06-6355-0055原　直仁 原　直仁 平22.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市北区天神橋三丁目３番３号常　勤:    1 新規 現存
     南森町イシカワビル１階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343841-07200 みずのファミリー歯科〒531-0063 06-6949-8465水野　龍治郎 水野　龍治郎 平22.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市北区長柄東三丁目１番２２常　勤:    1 新規 現存
     号メゾンドアヴェルⅢ　１階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343941-07218 よしざき歯科 〒530-0047 06-6360-4618吉﨑　惠忠 吉﨑　惠忠 平23. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市北区西天満五丁目１３番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号東梅田レジデンス小島　２階(歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344041-07226 医療法人五月会　田辺〒530-0041 06-6356-0062医療法人五月会　理事田邉　優子 平23. 1. 1歯   診療所
     歯科医院 大阪市北区天神橋二丁目３番１６常　勤:    1長　田邉　優子 組織変更 現存
     号アーク南森町ビル２階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344141-07242 江上歯科 〒531-0071 06-6371-8902江上　一郎 江上　一郎 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区中津三丁目６番６号 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344241-07259 ほしの歯科 〒531-0074 06-6359-7177星野　圭吾 星野　圭吾 平23. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区本庄東１丁目４番１７常　勤:    1 新規 現存
     号日総ビル１階 (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 344341-07275 医療法人　雅心会　ホ〒530-0001 06-6344-4618医療法人　雅心会　理関本　綾乃 平23.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ワイトエッセンスデン大阪市北区梅田１丁目１０番１号常　勤:    2事長　中村　雅彦 新規 現存
     タルクリニック梅田 梅田ＤＴタワー地下２階　ディア(歯       2) 平29.11. 1
     モールフィオレ 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344441-07291 松本歯科クリニック 〒530-0012 06-6486-1110医療法人　松本歯科ク松本　匡史 平24. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市北区芝田１丁目１番２６号常　勤:    5リニック　理事長　松 組織変更 現存
     　松本ビル４階 (歯       5)本　匡史 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344541-07309 医療法人　優祉会　デ〒530-0002 06-6341-6666医療法人　優祉会　理久富　崇史 平24. 5. 1歯   診療所
     ンタルケアステーショ大阪市北区曽根崎新地２丁目１番常　勤:    1事長　坂本　吉史 新規 現存
     ン堂島 １３号曽根崎澤田ビル１階 (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344641-07325 藤田歯科医院 〒530-0018 06-6361-3290安田　昭二 安田　昭二 平24. 6. 1歯   診療所
     大阪市北区小松原町１丁目２７番常　勤:    1 新規 現存
     ウメダエビスビル７Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344741-07333 医療法人　ヒグチ歯科〒530-0022 06-6371-3244医療法人ヒグチ歯科医樋口　春彦 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     医院 大阪市北区浪花町１４番１号 常　勤:    2院　理事長　樋口　春 移転 現存
     (歯       2)彦 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344841-07358 梅田スマイル歯科・矯〒530-0016 06-6147-2028堀田　道憲 堀田　道憲 平24. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     正歯科 大阪市北区中崎２丁目２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344941-07374 徳永デンタルクリニッ〒531-0073 06-6371-6480徳永　浩 徳永　浩 平24.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市北区本庄西１丁目１３番１常　勤:    1 移転 現存
     ９号パパディカーサ１階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345041-07382 医療法人　木村歯科ク〒531-0072 06-6371-8041医療法人木村歯科クリ木村　康裕 平25. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 大阪市北区豊崎４丁目１１番１１常　勤:    1ニック　理事長　木村 組織変更 現存
     号ユーハイツ１Ｆ (歯       1)　康裕 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345141-07416 おだはら歯科 〒531-0062 06-6356-1673小田原　宏 小田原　宏 平25. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区長柄中１丁目１番２０常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平25. 3. 1
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 345241-07424 井上歯科医院 〒530-0016 06-6312-0122井上　雅裕 井上　雅裕 平25. 4. 1歯   歯外 診療所
     大阪市北区中崎１丁目４番２０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345341-07432 医療法人　悠生会　フ〒530-0005 06-6231-8211医療法人　悠生会　理筒井　純也 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ェスティバルタワー筒大阪市北区中之島二丁目３番１８常　勤:    4事長　筒井　隆史 新規 現存
     井歯科 号中之島フェスティバルタワー１(歯       4) 平25. 4. 1
     ５Ｆ 非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345441-07440 今井歯科クリニック 〒531-0073 06-7860-1388今井　優子 今井　優子 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区本庄西２丁目６番１６常　勤:    1 新規 現存
     号ミレニアムビル１階 (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345541-07465 アルデブラン・デンタ〒530-0057 06-6131-0148医療法人社団アルデブ藤原　健一 平25. 7. 1歯   歯外 診療所
     ルクリニック大阪梅田大阪市北区曽根崎２丁目３番２号常　勤:    2ラン・デンタルクリニ 新規 現存
     院 梅新スクエアビル７０１号室 (歯       2)ック　理事長　宮坂　 平25. 7. 1
     道世
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345641-07481 機能矯正曽我歯科 〒530-0051 06-6360-7152曽我　健 曽我　健 平25. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区太融寺町６－８阪急産常　勤:    1 新規 現存
     業梅田ビル８Ｆ (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345741-07499 医療法人　晴和会うし〒530-0005 06-6136-6480医療法人　晴和会うし大月　基弘 平25.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     くぼ歯科　ＤＵＯデン大阪市北区中之島三丁目３番３号常　勤:    1くぼ歯科　理事長　牛 新規 現存
     タルクリニック 中之島三井ビルディング１階１０(歯       1)窪　敏博 平25.10. 1
     ２Ａ 非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345841-07515 服部歯科医院 〒530-0005 06-6222-0418奥田　順康 奥田　順康 平25. 9. 1歯   診療所
     大阪市北区中之島２丁目３番１８常　勤:    2 継承 現存
     号中之島フェスティバルタワー１(歯       2) 平25. 9. 1
     ８Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345941-07531 どい歯科クリニック 〒531-0071 06-6374-0648土井　大輔 土井　大輔 平25.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区中津１丁目１４番１０常　勤:    1 新規 現存
     号キャラバンビル中津２階 (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346041-07549 橋本歯科 〒531-0073 06-6371-8329橋本　亮介 橋本　亮介 平25.10.27歯   診療所
     大阪市北区本庄西２丁目１３番２常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平25.10.27
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 346141-07556 医療法人健志会　ミナ〒530-0001 06-6345-8214医療法人健志会　理事串田　大典 平26. 1. 1歯   歯外 診療所
     ミデンタルデザインク大阪市北区梅田２－２－２２梅田常　勤:    2長　南　清和 新規 現存
     リニック梅田 阪神第２ビルディング（ハービス(歯       2) 平26. 1. 1
     ＰＬＡＺＡ　ＥＮＴ）Ⅱ－０６１非常勤:    6
     ０号 (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346241-07564 医療法人健勝会　後藤〒530-0037 06-6358-8249医療法人　健勝会　理後藤　勝利 平26. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科クリニック 大阪市北区松ケ枝町１番３号　１常　勤:    1事長　後藤　勝利 組織変更 現存
     階 (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346341-07572 医療法人　白桜会　梅〒530-0014 06-6377-6480医療法人　白桜会　理白　 允（白山 允）平26. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     田茶屋町　白山歯科ク大阪市北区鶴野町１番３号安田ビ常　勤:    2事長　白　 允 組織変更 現存
     リニック ル２階 (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346441-07580 さくら歯科 〒530-0043 06-6354-1888内濵　香織 内濵　香織 平26. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区天満１丁目４番１号セ常　勤:    1 新規 現存
     ラフ天満橋１階 (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346541-07598 医療法人　優祉会　大〒530-0001 06-6457-1188医療法人　優祉会　理大倉　賢郎 平26. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     阪デンタルクリニック大阪市北区梅田１丁目１１番４－常　勤:    3事長　坂本　吉史 組織変更 現存
     １００号大阪駅前第４ビル１階 (歯       3) 平26. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346641-07606 新阪急歯科診療所 〒530-0001 06-6345-4413中西　洋介 中西　洋介 平26. 3. 1矯歯 診療所
     大阪市北区梅田２丁目１番１４号常　勤:    1 移転 現存
     梅田二丁目阪神ビル４Ｆ (歯       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346741-07614 野口歯科 〒530-0017 06-6365-4712野口　秀夫 野口　秀夫 平26. 3. 1歯   診療所
     大阪市北区角田町１番１２号阪急常　勤:    1 移転 現存
     ファイブアネックス５階 (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346841-07622 中之島デンタルクリニ〒530-0005 06-6231-3826医療法人　林歯科医院林　伸至 平26. 4. 1歯   診療所
     ック 大阪市北区中之島２丁目３番３３常　勤:    1　理事長　林　潤 新規 現存
     号 (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 346941-07630 のむら歯科クリニック〒531-0073 06-6147-6713野村　征史 野村　征史 平26. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市北区本庄西２丁目２２番５常　勤:    1 新規 歯外 現存
     号エスヴェール北梅田１階 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347041-07648 医療法人　石井クリニ〒530-0041 06-6357-3310医療法人石井クリニッ石井　由佳利 平26. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック歯科医院 大阪市北区天神橋５丁目３番７号常　勤:    4ク　理事長　石井　豊 移転 現存
     (歯       4) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347141-07655 医療法人柏康会　大阪〒530-0001 06-6345-8768医療法人柏康会　理事宮本　拓 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     Ｔ．Ｔ．Ｃ．梅田歯科大阪市北区梅田２丁目４番３６号常　勤:    1長　谷山　智秀 新規 現存
     医院 上島ビル３Ｆ (歯       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347241-07663 医療法人孝徳会　石井〒530-0001 06-6344-2930医療法人孝徳会石井歯石井　紀子 平26. 7. 1歯   診療所
     歯科クリニック　梅田大阪市北区梅田１丁目１１番４号常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     院 大阪駅前第４ビルＢ１階 (歯       1)　石井　孝幸 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347341-07689 医療法人社団　中井歯〒530-0041 06-6232-8775医療法人社団中井歯科中井　順一 平26. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     科医院ナカイデンタル大阪市北区天神橋２丁目北２番２常　勤:    1医院　理事長　中井　 新規 矯歯 現存
     クリニック ５号タキガワビル２階 (歯       1)順一 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347441-07697 石田歯科 〒530-0043 06-6355-2500石田　憲嗣 石田　憲嗣 平26.10.26歯   診療所
     大阪市北区天満２丁目１３番２０常　勤:    2 新規 現存
     号ハーツ天満橋１階 (歯       2) 平26.10.26
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347541-07705 堂島デンタルクリニッ〒530-0003 06-6136-8214小川　良文 小川　良文 平27. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ク 大阪市北区堂島２－１－４３紀陽常　勤:    2 新規 現存
     ビルＢ１Ｆ (歯       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347641-07713 医療法人　あかり歯科〒531-0041 06-6136-1581医療法人あかり歯科　山野　弘二 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区天神橋７丁目２番１号常　勤:    4理事長　山野　弘二 組織変更 現存
     天六幸榮ビル４階 (歯       4) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 347741-07721 今中歯科医院 〒530-0023 06-6371-4403松井　篤子 松井　篤子 平27. 4. 1歯   診療所
     大阪市北区黒崎町９番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347841-07739 医療法人宏仁会　毎日〒530-0001 06-6450-1888医療法人宏仁会　理事松田　賢太 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     デンタルクリニック 大阪市北区梅田３丁目４番５号毎常　勤:    3長　小池　宏忠 組織変更 現存
     日インテシオ４階 (歯       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347941-07747 森田歯科医院 〒530-0003 06-6345-3663森田　洋輔 森田　洋輔 平27. 3.19歯   診療所
     大阪市北区堂島１丁目５番１７号常　勤:    1 継承 現存
     堂島グランドビル１階 (歯       1) 平27. 3.19
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348041-07754 医療法人社団有心会　〒530-0013 06-6359-2480医療法人社団有心会　木村　正信 平27. 6. 1歯   歯外 診療所
     クリア歯科大阪院 大阪市北区茶屋町１３－６ＴＡＧ常　勤:    1理事長　木村　正信 移転 現存
     　ＣＨＡＹＡＭＡＣＨＩ　５Ｆ (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348141-07762 医療法人わはは会　ス〒530-0047 06-6130-0418医療法人わはは会　理 村　忠徳 平27. 7. 1歯   小歯 診療所
     マイリー歯科 大阪市北区西天満六丁目７番２号常　勤:    2事長　吉村　佳博 組織変更 現存
     新日本梅新ビル２階 (歯       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348241-07770 医療法人貴歯会　河端〒530-0001 06-6147-2400医療法人貴歯会　理事河端　貴志 平27. 7. 1歯   診療所
     デンタルクリニック 大阪市北区梅田１丁目３番１大阪常　勤:    1長　河端　貴志 組織変更 現存
     駅前第１ビル２階 (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348341-07788 医療法人應信会　きら〒530-0031 06-6755-4180医療法人應信会　理事岡村　亘 平27. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     り歯科 大阪市北区菅栄町５番４号マイス常　勤:    1長　利森　仁 新規 現存
     テージ桜花１階 (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348441-07796 南森町たむら歯科 〒530-0044 06-6356-6630田村　洋一 田村　洋一 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区東天満１丁目７番１３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 348541-07804 増田歯科・矯正歯科 〒530-0044 06-6352-1187増田　智基 増田　智基 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区東天満１丁目１１番９常　勤:    1 新規 現存
     号和氣ビル１階　１０１号室 (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348641-07812 ライオン橋歯科医院 〒530-0047 06-6315-6480西村　有司 西村　有司 平28. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区西天満３丁目８番１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348741-07820 医療法人恵和会　木下〒531-0074 06-6376-4477医療法人恵和会　理事木下　惠嗣 平28. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     歯科医院 大阪市北区本庄東一丁目２１番１常　勤:    1長　木下　惠嗣 組織変更 現存
     ６号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348841-07846 アーク　マツイ　デン〒530-0002 06-6347-4646松井　孝志 松井　孝志 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     タルクリニック 大阪市北区曽根崎新地二丁目６－常　勤:    1 新規 現存
     ２－１Ｆ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348941-07853 かねしろ歯科医院 〒531-0076 06-6454-0418金　源剛（金城源剛）金　源剛（金城源剛）平28. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区大淀中三丁目１５番１常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349041-07879 ＡＰＰＬＡＵＳＥ　愛〒530-0013 06-6377-5655山田　雅也 山田　雅也 平28. 5.25歯   診療所
     歯やまだ歯科 大阪市北区茶屋町１９番１９号阪常　勤:    1 移転 現存
     急茶屋町ビルディング７階 (歯       1) 平28. 5.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349141-07887 Ｈ・Ｙデンタルクリニ〒530-0001 06-6344-9418橋本　哲志 橋本　哲志 平28. 7. 1歯   診療所
     ック橋本歯科 大阪市北区梅田一丁目２番２号２常　勤:    1 継承 現存
     ００大阪駅前第２ビル２階３の６(歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349241-07911 佐藤歯科 〒530-0002 06-6344-8100佐藤　修一郎 佐藤　修一郎 平28.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市北区曽根崎新地一丁目３－常　勤:    1 移転 矯歯 現存
     ２３ＦＯＯＤＥＡＲビル６階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349341-07929 医療法人禄士会　ＤＥ〒530-0012 06-4802-0070医療法人禄士会　理事大谷　恭史 平29. 3. 1歯   歯外 診療所
     ＮＴＡＬ　ＯＦＦＩＣ大阪市北区芝田二丁目２番１号Ｏ常　勤:    1長　大谷　弘 新規 現存
     Ｅ　ＯＴＡＮＩ ＳＡＫＡ　ＵＫ　ＧＡＴＥ　３Ｆ(歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 349441-07937 医療法人真摯会　クロ〒530-0001 06-6344-0418医療法人真摯会　理事堤　武士 平29. 4. 1歯   診療所
     ーバー歯科・美容クリ大阪市北区梅田一丁目１番３－１常　勤:    5長　松本　正洋 新規 現存
     ニック ８００号大阪駅前第３ビル１８階(歯       5) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349541-07945 天六ほのぼの歯科 〒531-0041 06-6882-8020酒井　基行 酒井　基行 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区天神橋七丁目７番８号常　勤:    1 新規 現存
     メゾンド大淀１０１号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349641-07952 医療法人　幸恵会　カ〒530-0057 06-6311-1971医療法人　幸恵会　理勝部　義明 平29. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ツベ歯科クリニック 大阪市北区曽根崎二丁目１２番４常　勤:    7事長　勝部　義明 移転 矯歯 現存
     号コフレ梅田３階 (歯       7) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349741-07960 中長デンタルオフィス〒530-0041 06-6353-4618中長　武史 中長　武史 平29. 6. 1歯   歯外 診療所
     大阪市北区天神橋２丁目３番９号常　勤:    1 新規 現存
     ＭＦ南森町ビル１階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349841-07978 Ｋ’ｓ矯正歯科 〒530-0013 06-6131-4690中川　公貴 中川　公貴 平29. 6. 1矯歯 診療所
     大阪市北区茶屋町１０番６Ｌｕｘ常　勤:    1 新規 現存
     ｅ　Ｃｈａ－ｙａ　Ｍａｃｈｉ　(歯       1) 平29. 6. 1
     ６Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349941-07986 藤田歯科医院 〒530-0031 06-6351-4618藤田　和己 藤田　和己 平29. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市北区菅栄町２丁目１６番マ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ジェスタ天満１階 (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350041-07994 Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ　〒530-0001 06-6131-8139藤原　正之 藤原　正之 平29. 6. 1歯   小歯 診療所
     Ｓｍｉｌｅ　ＯＳＡＫ大阪市北区梅田１丁目３番１－１常　勤:    1 新規 現存
     Ａ ００号大阪駅前第１ビル１階７号(歯       1) 平29. 6. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350141-08000 医療法人わかば会　み〒530-0047 06-6313-3333医療法人わかば会　理杉本　紳也 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     なみもりまち歯科クリ大阪市北区西天満五丁目９番３号常　勤:    2事長　杉本　紳也 組織変更 現存
     ニック アールビル本館１階 (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350241-08018 スマイルパートナー矯〒530-0012 06-6131-4151堀井　規隆 堀井　規隆 平29.10. 1歯   診療所
     正歯科 大阪市北区芝田二丁目６－３０梅常　勤:    1 新規 現存
     田清和ビル５階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 350341-08034 みなみもりまちＮ矯正〒530-0054 06-6311-0551農端　健輔 農端　健輔 平30. 2. 1歯   矯歯 診療所
     歯科 大阪市北区南森町２丁目３－３７常　勤:    1 新規 現存
     昭和南森町ビル７階 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350441-08042 宮歯科医院 〒530-0043 06-6357-1161宮　博文 宮　博文 平30. 1. 1歯   診療所
     大阪市北区天満２丁目７番１号１常　勤:    1 移転 現存
     ０１号室　末澤ビル１Ｆ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350541-08059 医療法人たけのこ会　〒530-0041 06-6358-4023医療法人たけのこ会　松井　孝彦 平30. 3. 1歯   診療所
     松井歯科医院 大阪市北区天神橋５丁目８番１２常　勤:    2理事長　松井　孝彦 組織変更 現存
     号２階 (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350641-08067 あらい歯科医院 〒530-0015 06-6364-9138新井　是宣 新井　是宣 平30. 4. 1歯   診療所
     大阪市北区中崎西２丁目１番１号常　勤:    1 継承 現存
     ゼネラルビル１号館５階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350741-08075 ＯＭＰデンタルクリニ〒530-0001 06-6344-1182福原　篤 福原　篤 平30. 6. 1歯外 歯   矯歯診療所
     ック 大阪市北区梅田１丁目３番１－２常　勤:    1 新規 現存
     ００号大阪駅前第１ビル２階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350842-00476 近藤歯科医院 〒567-0826 0726-32-6001近藤　剛敏 近藤　剛敏 昭45. 2. 1歯   診療所
     茨木市大池１－１４－２８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350942-00500 梅田歯科医院 〒567-0888 0726-25-1401梅田　善昭 梅田　善昭 昭55. 5. 1歯   診療所
     茨木市駅前２－５－２４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351042-00732 道家歯科医院 〒567-0893 0726-33-6491道家　俊六 道家　俊六 昭49. 8. 6歯   診療所
     茨木市玉瀬町７番１１号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351142-00823 瀧川歯科 〒567-0817 0726-25-4500瀧川　和孝 瀧川　和孝 昭50.10. 1歯   診療所
     茨木市別院町４番２０号小島ビル常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351242-00955 川井歯科医院 〒567-0032 072-626-7008川井　量司 川井　量司 昭52. 4. 1歯   診療所
     茨木市西駅前町６－１０１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351342-01003 谷歯科診療所 〒567-0883 0726-25-8148谷　英則 谷　英則 昭53. 4. 1歯   診療所
     茨木市大手町９番７号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
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 351442-01037 田中歯科医院 〒567-0802 0726-22-1568田中　昭夫 田中　昭夫 昭53. 8. 1歯   診療所
     茨木市総持寺駅前町１５番地３１常　勤:    1 現存
     号ワコーレジデンス１階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351542-01052 江頭歯科医院 〒567-0810 0726-23-0370江頭　勝 江頭　勝 昭56. 9. 1歯   診療所
     茨木市宮元町２番１２号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351642-01128 竹田歯科医院 〒567-0831 0726-32-2693竹田　郁夫 竹田　郁夫 昭54. 5. 1歯   診療所
     茨木市鮎川１丁目７－３２　藤本常　勤:    1 新規 現存
     マンション (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351742-01185 加藤歯科診療所 〒567-0853 0726-36-3222加藤　成樹 加藤　成樹 昭54. 8. 1歯   診療所
     茨木市宮島一丁目１番１号大阪府常　勤:    1 現存
     中央卸売市場内管理棟２階 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351842-01193 佐竹歯科医院 〒567-0009 0726(49)1545佐竹　三郎 佐竹　三郎 昭54.10. 1歯   診療所
     茨木市山手台６－１－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351942-01227 高畠歯科医院 〒567-0892 0726-35-1616高畠　培夫 高畠　培夫 昭55. 7. 1歯   診療所
     茨木市並木町１８番４０号ハイツ常　勤:    1 現存
     並木１０１ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352042-01250 馬渕歯科医院 〒567-0885 0726-27-7345馬渕　信司 馬渕　信司 昭56. 2. 1歯   診療所
     茨木市東中条町１番１４号赤松ビ常　勤:    1 現存
     ル３階 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352142-01276 堀内歯科医院 〒567-0007 0726-41-3180堀内　康夫 堀内　康夫 昭56. 3. 1歯   診療所
     茨木市南安威二丁目１番２１号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352242-01284 北川歯科医院 〒567-0018 0726-25-3028北川　秋彦 北川　秋彦 昭56. 4. 1歯   診療所
     茨木市太田一丁目１５番１６号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352342-01292 森本歯科医院 〒567-0821 0726-32-5362森本　秀一 森本　秀一 昭56. 4. 1歯   診療所
     茨木市末広町２番３０号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352442-01359 山内歯科医院 〒567-0032 0726-27-5750山内　正通 山内　正通 昭56.11. 1歯   診療所
     茨木市西駅前町６番３６号ラビア常　勤:    1 現存
     ンヌエスポワール１階 (歯       1) 平29.11. 1
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 352542-01375 金平歯科医院 〒567-0888 0726-26-9286金平　修一 金平　修一 昭57. 1. 1歯   診療所
     茨木市駅前二丁目１番２４号長沢常　勤:    1 現存
     ビル２階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352642-01383 土屋歯科医院 〒567-0843 0726-33-2288土屋　光敏 土屋　光敏 昭57. 1. 1歯   診療所
     茨木市星見町１２番３０号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352742-01391 菊田歯科医院 〒567-0804 0726-32-1113菊田　博文 菊田　博文 昭57. 1. 1歯   診療所
     茨木市総持寺台７番４号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352842-01409 宇野歯科医院 〒567-0815 0726-25-2222宇野　健 宇野　健 昭57. 7. 1歯   診療所
     茨木市竹橋町１１－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352942-01417 さんくれーる山本歯科〒567-0041 0726(22)7863山本　幸夫 山本　幸夫 昭57.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     茨木市下穂積４－１３－１０５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353042-01441 黒田歯科医院 〒567-0828 0726-34-8151黒田　 黒田　 昭59. 4. 1歯   小歯 診療所
     茨木市舟木町２番１号シャトー黒常　勤:    2 現存
     田２０１ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353142-01458 上野歯科医院 〒567-0832 072-632-7760上野　眞徳 上野　眞徳 昭59. 6. 1歯   小歯 診療所
     茨木市白川二丁目１３番１６号プ常　勤:    1 現存
     ラザ白川１階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353242-01508 増永矯正歯科 〒567-0031 0726-22-7172増永　守雄 増永　守雄 昭60. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     茨木市春日一丁目４番１３号明日常　勤:    1 現存
     香ビル３０１号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353342-01573 宮﨑歯科医院 〒567-0885 0726(23)0048宮﨑　宏之 宮﨑　宏之 昭63. 3. 1歯   診療所
     茨木市東中条町１０－１０ドミー常　勤:    1 新規 現存
     ル茨木１階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353442-01581 松本矯正歯科 〒567-0829 0726(34)5535松本　邦裕 松本　邦裕 昭63. 4. 1歯   矯歯 診療所
     茨木市双葉町３－２０石川ビル２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353542-01599 せきぐち歯科医院 〒567-0881 0726(23)5210堰口　宗重 堰口　宗重 昭63. 5. 1歯   小歯 診療所
     茨木市上中条二丁目６番１８号　常　勤:    1 新規 現存
     プラザハイツ１階 (歯       1) 平30. 5. 1
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 353642-01615 高島歯科 〒567-0878 0726-27-6040高島　日出 髙島　日出 昭63. 8. 1歯   診療所
     茨木市蔵垣内二丁目１６番７号オ常　勤:    2 現存
     レンジハイツ１階 (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353742-01631 山根歯科医院 〒567-0048 0726-24-6480山根　帥武 山根　帥武 昭63.10. 1歯   小歯 診療所
     茨木市北春日丘四丁目３番３号コ常　勤:    1 現存
     ーポ松沢１階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353842-01672 べっぷ歯科 〒567-0891 0726-35-8061別府　幸市 別府　幸市 平元. 8. 1歯   診療所
     茨木市水尾三丁目１１番３０号ニ常　勤:    4 現存
     チモショップ３階 (歯       4) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353942-01680 きし歯科医院 〒567-0803 0726-32-1481岸　政輝 岸　政輝 平元. 8. 1歯   矯歯 診療所
     茨木市中総持寺町４番１９号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354042-01698 原田歯科医院 〒567-0034 0726-27-0458原田　洋 原田　洋 平元. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     茨木市中穂積一丁目７番４７号 常　勤:    5 現存
     (歯       5) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354142-01706 今井歯科医院 〒567-0895 0726-37-6407今井　彰 今井　彰 平 2. 7. 1歯   小歯 診療所
     茨木市玉櫛一丁目１８番１９号尾常　勤:    1 現存
     森ビル１階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354242-01730 医療法人清療会　荻巣〒567-0888 072-623-2769医療法人清療会　理事荻巣　清義 平 2. 7. 1歯   診療所
     歯科医院 茨木市駅前一丁目３番１６号エス常　勤:    1長　荻巣　清義 現存
     タ茨木１階 (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354342-01748 医療法人　岡田歯科 〒567-0851 072-635-8232医療法人岡田歯科　理岡田　隆夫 平 2. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     茨木市真砂一丁目９番１６号リビ常　勤:    7事長　岡田　隆夫 歯外 現存
     ース音ビル１階 (歯       7) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354442-01771 白井歯科医院 〒567-0823 0726-38-2627白井　栄二 白井　栄二 平 3. 8. 1歯   診療所
     茨木市寺田町８番２０号　ピアハ常　勤:    1 現存
     イツ幸１階 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 354542-01789 医療法人　吉田歯科医〒567-0805 0726-34-5154医療法人吉田歯科医院 田　求見 平 4. 1. 1歯   診療所
     院 茨木市橋の内二丁目１１番２号 常　勤:    1　理事長　柚木　求見 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354642-01805 竹末歯科医院 〒567-0824 0726-32-3009竹末　清高 竹末　清高 平 4. 4. 1歯   診療所
     茨木市中津町１８番２３号　プラ常　勤:    1 現存
     ザタツミ２階２－Ｂ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354742-01813 福島歯科 〒567-0868 0726-32-9339福島　昭彦 福島　昭彦 平 4. 5. 1歯   診療所
     茨木市沢良宜西一丁目４ー１０ノ常　勤:    1 新規 現存
     ベルティ南茨木２階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354842-01821 坂本歯科医院 〒567-0851 0726-37-5671坂本　雅英 坂本　雅英 平 4. 9. 1歯   診療所
     茨木市真砂二丁目１６番１９号辻常　勤:    1 現存
     田ロイヤルビル１階１０２号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354942-01847 右遠歯科医院 〒567-0021 0726-21-0872右遠　英悟 右遠　英悟 平 5. 4. 1歯   診療所
     茨木市三島丘二丁目２６番９号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355042-01862 好田矯正歯科 〒567-0888 0726-20-6048好田　春樹 好田　春樹 平 5. 5. 1矯歯 診療所
     茨木市駅前一丁目２番２４号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355142-01888 すがの歯科 〒567-0023 0726-26-8041寿賀野　泰司 寿賀野　泰司 平 5. 9. 1歯   小歯 診療所
     茨木市西河原二丁目８番２号パー常　勤:    1 現存
     クハイツ三島１階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355242-01896 朝倉歯科医院 〒567-0046 072-625-2001朝倉　勉 朝倉　勉 平 5. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     茨木市南春日丘一丁目１番１９号常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355342-01912 榎歯科医院 〒567-0041 072-624-7890榎　昇次 榎　昇次 平 6. 2. 1歯   診療所
     茨木市下穂積２－９－１７ 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 355442-01961 たかだ歯科医院 〒567-0803 0726-34-4182髙田　良一 髙田　良一 平 7. 4. 1歯   診療所
     茨木市中総持寺町９番１号　髙尾常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355542-01987 山根歯科医院 〒567-0022 0726-26-3136山根　律夫 山根　律夫 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     茨木市三島町２番　ローレルハイ常　勤:    1 新規 現存
     ツ茨木１号棟１０２号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355642-02001 こもだ歯科医院 〒567-0031 0726-25-4185薦田　安信 薦田　安信 平 7. 5. 1歯   小歯 診療所
     茨木市春日三丁目１番４１号レマ常　勤:    1 新規 現存
     ンソ・デ・カスガ１０７ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355742-02035 医療法人　大西歯科医〒567-0032 0726-22-5009医療法人　大西歯科医大西　充紘 平 7. 7. 1歯   診療所
     院 茨木市西駅前町４番２１８号ショ常　勤:    1院　理事長　大西　充 組織変更 現存
     ップタウンビル２階 (歯       1)紘 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355842-02043 まつい歯科 〒567-0851 0726-32-0988松井　宏行 松井　宏行 平 7.12. 1歯   小歯 診療所
     茨木市真砂一丁目１０番１７号ハ常　勤:    1 新規 現存
     ヤマビル２階 (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355942-02084 医療法人　歯徳会　芝〒567-0868 072-633-4356医療法人　歯徳会　理芝　準之介 平 9. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     歯科クリニック 茨木市沢良宜西一丁目２番１５号常　勤:    5事長　芝　準之介 組織変更 現存
     タウンハイツ南茨木１号２階 (歯       5) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356042-02134 高田歯科 〒567-0876 0726-24-4122髙田　昌亮 髙田　昌亮 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     茨木市天王二丁目８番２１号天王常　勤:    2 新規 現存
     ビル１階 (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356142-02142 山田歯科医院 〒567-0829 0726-30-3855山田　茂彰 山田　茂彰 平10. 7. 1歯   診療所
     茨木市双葉町９番１３号山田ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356242-02159 こいけ歯科クリニック〒567-0886 0726-24-3858小池　勇二郎 小池　勇二郎 平10. 7. 1歯   小歯 診療所
     茨木市下中条町２番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356342-02175 なかえ歯科クリニック〒567-0033 0726-31-4600中江　惠輔 中江　惠輔 平10. 9. 1歯   診療所
     茨木市松ケ本町５番４１号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 356442-02183 金子歯科 〒567-0861 0726-38-1840金子　康親 金子　康親 平10.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     茨木市東奈良二丁目１８番１０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356542-02191 やすい歯科 〒567-0006 0726-43-8612安井　淳子 安井　淳子 平10.11. 1歯   診療所
     茨木市耳原一丁目１７番２２号プ常　勤:    1 新規 現存
     ランドール・ミノハラ２階２０２(歯       1) 平28.11. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356642-02217 西部歯科 〒567-0031 0726-24-6661西部　俊久 西部　俊久 平11. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     茨木市春日一丁目１番３号西部ク常　勤:    1 新規 現存
     リニックビル４階 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356742-02241 いえだ歯科医院 〒567-0041 072-631-6202家田　靖丈 家田　靖丈 平11. 5. 1歯   診療所
     茨木市下穂積三丁目１２番３１号常　勤:    4 新規 現存
     (歯       4) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356842-02258 有馬歯科クリニック 〒567-0851 0726-30-6470有馬　昌良 有馬　昌良 平11. 8. 1歯   診療所
     茨木市真砂一丁目２２番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356942-02274 たけだ歯科 〒567-0891 0726-34-5088竹田　具弘 竹田　具弘 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     茨木市水尾三丁目６番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357042-02282 そぶえ歯科 〒567-0831 0726-30-4182祖父江　賢策 祖父江　賢策 平11.11. 1歯   小歯 診療所
     茨木市鮎川一丁目３番２３号パル常　勤:    1 新規 現存
     小山Ⅱ１階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357142-02316 永井歯科医院 〒567-0891 0726-35-8219永井　健太 永井　健太 平12. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     茨木市水尾三丁目８番５号　永井常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357242-02340 わだ歯科医院 〒567-0827 0726-52-1252和田　正仁 和田　正仁 平12. 8. 1歯   小歯 診療所
     茨木市稲葉町１８番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357342-02357 ながた歯科 〒567-0816 0726-24-1766永田　篤 永田　篤 平12. 9. 1歯   小歯 診療所
     茨木市永代町５番３０７号茨木ビ常　勤:    2 継承 現存
     ル３階 (歯       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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 357442-02373 とみぐち歯科 〒567-0887 0726-45-4618富口　直樹 富口　直樹 平13. 7. 1歯   小歯 診療所
     茨木市西中条町１番２２号エンゼ常　勤:    1 新規 現存
     ルウチダ１階 (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357542-02407 よこはた歯科 〒567-0806 0726-23-5690横畠　啓 横畠　啓 平13. 9. 1歯   診療所
     茨木市庄二丁目１０アバンテ茨木常　勤:    1 新規 現存
     １階 (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357642-02423 坂本歯科クリニック 〒567-0832 0726-32-8139坂本　勝司 坂本　勝司 平14. 2. 1歯   小歯 診療所
     茨木市白川一丁目３番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357742-02431 三木歯科医院 〒567-0827 0726-35-0123三木　浩三 三木　浩三 平14. 4. 1歯   診療所
     茨木市稲葉町１２番３号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357842-02456 医療法人　中村歯科 〒567-0844 0726-32-1514医療法人中村歯科　理中村　喜代香 平14. 4. 8歯   歯外 小歯診療所
     茨木市大同町２番１号ランドマー常　勤:    2事長　中村　喜代香 移転 矯歯 現存
     クⅢ１階 (歯       2) 平26. 4. 8
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357942-02464 森山歯科医院 〒567-0047 0726-46-0118森山　知是 森山　知是 平14. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     茨木市美穂ケ丘３番６号第１山本常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階２０２号 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358042-02472 いわはし歯科診療所 〒567-0803 0726-36-0101岩橋　英樹 岩橋　英樹 平14. 9. 1歯   小歯 診療所
     茨木市中総持寺町３番２８号後藤常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358142-02480 医療法人社団　翔己会〒567-0861 072-657-0077医療法人社団　翔己会松本　章禎 平14.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　南茨木プラザ歯科 茨木市東奈良三丁目１４番１０号常　勤:    3　理事長　甲斐　智之 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358242-02498 医療法人岸本恵朋会　〒567-0802 0726-26-7155医療法人岸本恵朋会　岸本　庄太郎 平15. 1. 1歯   診療所
     岸本歯科診療所 茨木市総持寺駅前町５番１０５号常　勤:    2理事長　岸本　庄太郎 組織変更 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358342-02506 東藤歯科医院 〒567-0034 072-624-8878東藤　行輝 東藤　行輝 平15. 1. 6歯   診療所
     茨木市中穂積一丁目１番５９号茨常　勤:    1 移転 現存
     木中穂積ビル２階２０５号室 (歯       1) 平27. 1. 6
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 358442-02522 きたに歯科クリニック〒567-0012 072-623-1234木谷　恒夫 木谷　恒夫 平15. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     茨木市東太田二丁目２番２３号－常　勤:    3 新規 歯外 現存
     １７ (歯       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358542-02530 中原歯科 〒567-0046 072-626-4923中原　揚夫 中原　揚夫 平15. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     茨木市南春日丘二丁目１番５２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358642-02548 桝井歯科医院 〒567-0074 072-643-3222桝井　今日子 桝井　今日子 平15. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     茨木市新郡山二丁目２番３１号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358742-02589 てらお歯科クリニック〒567-0085 072-643-4185寺尾　俊二 寺尾　俊二 平16. 8. 1歯   小歯 診療所
     茨木市彩都あさぎ二丁目１番９号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358842-02597 医療法人西尾会　西尾〒567-0065 072-641-8181医療法人西尾会　理事西尾　拓郎 平16. 7. 1歯   小歯 診療所
     歯科 茨木市上郡二丁目１２番８号アル常　勤:   16長　西尾　拓郎 組織変更 現存
     ・プラザ茨木２階 (歯      16) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358942-02605 医療法人尚正会　上原〒567-0828 0726-32-1616医療法人尚正会　理事上原　和子 平16. 7. 1歯   診療所
     歯科 茨木市舟木町８番２７号 常　勤:    2長　上原　和子 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359042-02621 カトウ矯正歯科医院 〒567-0817 072-624-2439加藤　穣慈 加藤　穣慈 平16.12. 1矯歯 小歯 歯  診療所
     茨木市別院町４番１９号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359142-02639 医療法人喜心会　吉岡〒567-0828 072-634-0770医療法人喜心会吉岡歯吉岡　宣史朗 平17. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科クリニック 茨木市舟木町１４番１６号吉岡ビ常　勤:    5科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ル１Ｆ２Ｆ (歯       5)　吉岡　宣史朗 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359242-02654 森田歯科クリニック 〒567-0041 072-622-6561森田　吉彦 森田　吉彦 平17. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     茨木市下穂積一丁目５番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
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 359342-02662 岩永歯科 〒567-0874 072-625-4618岩永　寛司 岩永　寛司 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     茨木市奈良町２番３号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359442-02670 医療法人知慈会　藤田〒567-0031 072-625-8208医療法人知慈会　理事藤田　知洋 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 茨木市春日二丁目２番３号シャト常　勤:    1長　藤田　知洋 組織変更 現存
     ー春日ビル１階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359542-02688 わかつき歯科 〒567-0828 072-637-6373若槻　蔵 若槻　蔵 平18. 3. 1歯   小歯 診療所
     茨木市舟木町４番２９号第２椿マ常　勤:    1 新規 現存
     ンション２階２０６号 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359642-02704 荒木歯科医院 〒567-0888 072-623-6148荒木　基之 荒木　基之 平18. 4. 1歯   診療所
     茨木市駅前四丁目１番２３号光徳常　勤:    1 継承 現存
     ビル２階 (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359742-02712 くにお歯科 〒567-0828 072-636-8600石田　邦夫 石田　邦夫 平18. 7. 1歯   歯外 矯歯診療所
     茨木市舟木町３番２７号堀東急ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル東棟１階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359842-02720 北野歯科醫院 〒567-0848 072-632-9889北野　哲生 北野　哲生 平18. 9. 1歯   診療所
     茨木市玉島台１番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359942-02746 かわもと歯科医院 〒567-0806 072-620-7777川本　昌幸 川本　昌幸 平19. 5. 1歯   診療所
     茨木市庄一丁目９番３１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360042-02753 うがじん歯科医院 〒567-0876 072-623-5450宇賀神　直也 宇賀神　直也 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     茨木市天王二丁目６番７号エルデ常　勤:    1 新規 現存
     ィ南茨木２階Ｃ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360142-02761 医療法人知慈会　ふじ〒567-0072 072-646-8148医療法人知慈会　理事藤田　昌彦 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     た歯科クリニック 茨木市郡四丁目５番１１号ダイヤ常　勤:    2長　藤田　知洋 新規 現存
     ・イースト貸店舗１階 (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360242-02779 みよし歯科クリニック〒567-0817 072-625-8241三好　健之 三好　健之 平19. 4. 1歯   診療所
     茨木市別院町２番９号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
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 360342-02787 右遠歯科医院 〒567-0816 072-622-8022右遠　みやこ 右遠　みやこ 平19. 8. 1歯   診療所
     茨木市永代町７番１０号川崎ビル常　勤:    1 新規 現存
     ４０１ (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360442-02795 医療法人　あさくら会〒567-0888 072-626-2006医療法人あさくら会　岡田　貴文 平19.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　朝倉クリニック 茨木市駅前四丁目３番２６号 常　勤:    1理事長　朝倉　勉 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360542-02803 山下歯科医院 〒567-0883 072-622-0556山下　健二 山下　健二 平20. 1. 1歯   小歯 診療所
     茨木市大手町６番１２号ラフィネ常　勤:    1 新規 現存
     大手町１階 (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360642-02829 寺野歯科医院 〒567-0031 072-622-3490寺野　竹彦 寺野　竹彦 平20. 1. 1歯   診療所
     茨木市春日一丁目９番２３号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360742-02837 あまの歯科医院 〒567-0897 072-668-3418天野　崇史 天野　崇史 平20. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     茨木市主原町７番茨木主原ビュー常　勤:    1 新規 現存
     ハイツ１階 (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360842-02845 小山デンタルクリニッ〒567-0034 072-665-5127小山　直浩 小山　直浩 平20. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 茨木市中穂積二丁目２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360942-02852 あいうら歯科医院 〒567-0887 072-626-8241相浦　淳一 相浦　淳一 平20. 5. 1歯   診療所
     茨木市西中条町３番ＮＳビル２０常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361042-02860 やまなか歯科クリニッ〒567-0876 072-635-5737山仲　徹 山仲　徹 平20. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 茨木市天王二丁目６番１４号南茨常　勤:    2 新規 現存
     木阪急ビル４階 (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361142-02878 やすま歯科クリニック〒567-0863 072-652-0088安間　信之介 安間　信之介 平20. 8. 1歯   診療所
     茨木市沢良宜東町１９番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361242-02886 市川歯科 〒567-0831 072-652-3112市川　竜生 市川　竜生 平20. 9. 1歯   診療所
     茨木市鮎川一丁目９番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
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 361342-02894 さくらデンタルクリニ〒567-0872 072-624-6474吉田　かおり 吉田　かおり 平20.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     ック 茨木市新中条町１０番１６号コー常　勤:    1 新規 現存
     ポ山　２階 (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361442-02910 医療法人慶誠会　グリ〒567-0065 072-640-1717医療法人慶誠会　理事中井　高英 平21. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ーン歯科 茨木市上郡二丁目５番９号 常　勤:    3長　中井　高英 組織変更 現存
     (歯       3) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361542-02928 やまだ歯科医院 〒567-0829 072-646-7452山田　基博 山田　基博 平21. 2. 1歯   小歯 診療所
     茨木市双葉町４番６号石山ビル１常　勤:    1 新規 現存
     階 (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361642-02936 市田歯科クリニック 〒567-0031 072-665-5351市田　文孝 市田　文孝 平21. 2. 1歯   小歯 診療所
     茨木市春日二丁目１番１２号ラウ常　勤:    1 新規 現存
     ンド春日１０１ (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361742-02951 笠井歯科 〒567-0845 072-636-5073笠井　大三郎 笠井　大三郎 平21. 6. 1歯   小歯 診療所
     茨木市平田二丁目１９番 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361842-02969 名越歯科診療所 〒567-0882 072-627-5211名越　充 名越　充 平21. 6.29歯   歯外 診療所
     茨木市元町１番１０号アーカスデ常　勤:    1 継承 現存
     イズ茨木３０１号室 (歯       1) 平27. 6.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361942-02985 医療法人　朝田歯科 〒567-0895 072-632-8841医療法人朝田歯科　理朝田　浩司 平22. 1. 1歯   小歯 診療所
     茨木市玉櫛二丁目２９番２０号サ常　勤:    2事長　朝田　浩司 組織変更 現存
     ンハイム玉櫛１階 (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362042-02993 医療法人光惠会　ひか〒567-0009 072-649-0418医療法人光惠会　理事北川　泰司 平22. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     り歯科クリニック 茨木市山手台三丁目３０番３０号常　勤:    2長　島田　光 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362142-03017 くらとみ歯科クリニッ〒567-0012 072-657-7476蔵富　康浩 蔵富　康浩 平22. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 茨木市東太田一丁目５番３６号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362242-03025 清川とら歯科クリニッ〒567-0891 072-652-0001清川　虎之進 清川　虎之進 平22.12. 1歯   小歯 診療所
     ク 茨木市水尾三丁目１６番２８号メ常　勤:    1 新規 現存
     デミックス茨木水尾　２階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 362342-03033 岩井歯科医院 〒567-0831 072-634-0046岩井　瑞恵 岩井　瑞恵 平23. 1. 1歯   歯外 診療所
     茨木市鮎川三丁目１番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362442-03058 よしはら歯科医院 〒567-0882 072-621-6480吉原　正晃 吉原　正晃 平23. 5. 1歯   診療所
     茨木市元町５番８号　北野ビル１常　勤:    1 新規 現存
     ０１号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362542-03066 医療法人スマイルプラ〒567-0032 072-625-8222医療法人スマイルプラ山本　恒一 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ン　やまもと歯科クリ茨木市西駅前町５番２１号津田ビ常　勤:    4ン　理事長　山本　恒 組織変更 現存
     ニック ル１階 (歯       4)一 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362642-03074 医療法人　伊藤歯科ク〒567-0884 072-663-1188医療法人　伊藤歯科ク伊藤　中 平23. 7. 1歯   小歯 診療所
     リニック 茨木市新庄町１３番５号 常　勤:    1リニック　理事長　伊 組織変更 現存
     (歯       1)藤　中 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362742-03082 ふくはら歯科医院 〒567-0044 072-645-8181福原　大輝 福原　大輝 平23. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     茨木市穂積台１番２９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362842-03090 医療法人　光惠会　彩〒567-0085 072-643-4618医療法人　光惠会　理伊原　勝換 平23.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     都歯科クリニック 茨木市彩都あさぎ１丁目２番１号常　勤:    2事長　島田　光 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362942-03108 大石歯科クリニック 〒567-0033 072-646-9955大石　浩之 大石　浩之 平23.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     茨木市松ケ本町３番１１号エクセ常　勤:    1 新規 現存
     レンスＫＵ　１Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363042-03116 医療法人三寿会　奥田〒567-0854 072-632-6100医療法人三寿会　理事 平24. 7. 1歯   診療所
     歯科医院 茨木市島２丁目９番３３号 常　勤:    1長　奥田　昌弘 組織変更 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 363142-03124 富永歯科医院 〒567-0897 072-635-8285富永　仰 富永　仰 平24.10. 4歯   診療所
     茨木市主原町６－１－１０８ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平24.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363242-03132 石川歯科医院 〒567-0829 072-635-1582石川　晋也 石川　晋也 平24.12. 1歯   診療所
     茨木市双葉町９番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363342-03140 医療法人　小西歯科医〒567-0032 072-622-3518医療法人小西歯科医院小西　謙治 平25. 3. 1歯   小歯 診療所
     院 茨木市西駅前町５番３６号茨木高常　勤:    2　理事長　小西　謙治 移転 現存
     橋ビルディング２階 (歯       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363442-03157 おがみ歯科医院 〒567-0045 072-627-1182小上　典久 小上　典久 平25. 6. 1歯   小歯 診療所
     茨木市紫明園１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363542-03165 柏木歯科医院 〒567-0883 072-626-4618柏木　淳平 柏木　淳平 平25.10. 1歯   診療所
     茨木市大手町４－３オークヴィラ常　勤:    1 新規 現存
     茨木１Ｆ東側店舗 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363642-03173 しずなみ歯科 〒567-0031 072-626-1128静波　好弘 静波　好弘 平25.10.18歯   歯外 診療所
     茨木市春日１丁目４番１号グレー常　勤:    1 移転 現存
     スビルディング３階 (歯       1) 平25.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363742-03181 おかもと歯科医院 〒567-0829 072-633-1112岡本　洋介 岡本　洋介 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     茨木市双葉町８番１号奥村ビル３常　勤:    1 継承 現存
     Ｆ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363842-03199 ヒカル歯科 〒567-0804 072-658-9873田中　光 田中　光 平26. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     茨木市総持寺台１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363942-03207 医療法人光惠会　彩都〒567-0086 072-640-6480医療法人光惠会　理事長坂　葉子 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     西歯科クリニック 茨木市彩都やまぶき２丁目１番１常　勤:    2長　島田　光 新規 現存
     ０号 (歯       2) 平26.10. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364042-03215 林歯科医院 〒567-0802 072-623-0666林　尚史 林　尚史 平27. 5. 1歯   診療所
     茨木市総持寺駅前町８番２０号グ常　勤:    1 継承 現存
     リーンハイツ２Ｆ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 364142-03223 医療法人慶生会　ひぐ〒567-0817 072-646-8445医療法人慶生会　理事樋口　均也 平27. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     ち歯科クリニック 茨木市別院町３番３４号サンワビ常　勤:    1長　樋口　均也 移転 矯歯 現存
     ル２階 (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364242-03231 医療法人　松本歯科医〒567-0815 072-624-5111医療法人松本歯科医院松本　英喆 平27. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 茨木市竹橋町１番１号 常　勤:    3　理事長　松本　英喆 移転 歯外 現存
     (歯       3) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364342-03249 医療法人やわらぎ会　〒567-0831 072-635-4108医療法人やわらぎ会　野田　和幹 平27. 7. 6歯   小歯 歯外診療所
     ノダ歯科 茨木市鮎川２丁目３１番１５号 常　勤:    1理事長　野田　和幹 移転 現存
     (歯       1) 平27. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364442-03256 医療法人靖歯会　岡田〒567-0829 072-635-8241医療法人靖歯会　理事岡田　靖 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 茨木市双葉町１６番２７号ボンメ常　勤:    1長　岡田　靖 組織変更 現存
     ゾンフタバ１０１号室 (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364542-03264 野呂矯正歯科 〒567-0888 072-631-3090野呂　卓司 野呂　卓司 平27. 8. 1矯歯 診療所
     茨木市駅前３丁目１番１号サンマ常　勤:    1 移転 現存
     ルセ１００号 (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364642-03272 しまだ歯科医院 〒567-0850 072-638-5000島田　泰博 島田　泰博 平28. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     茨木市真砂玉島台２番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364742-03280 たむら歯科 〒567-0872 072-646-8214田村　光正 田村　光正 平28. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     茨木市新中条町８－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364842-03298 ゆうひデンタルクリニ〒567-0034 072-646-5425岡村　雄飛 岡村　雄飛 平28. 5.10歯   歯外 小歯診療所
     ック 茨木市中穂積三丁目３－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364942-03306 吉田歯科醫院 〒567-0046 072-665-4618吉田　孝 吉田　孝 平28. 8. 1歯   小歯 診療所
     茨木市南春日丘一丁目１０番３０常　勤:    1 新規 現存
     －１０１号 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365042-03314 医療法人　にいもと歯〒567-0841 072-630-4618医療法人にいもと歯科新本　竜也 平28. 9. 1歯   小歯 診療所
     科医院 茨木市桑田町１番１号　レヴェヴ常　勤:    2医院　理事長　新本　 組織変更 現存
     ィラージュ１階 (歯       2)竜也 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 365142-03322 医療法人スマイルプラ〒567-0828 072-637-1755医療法人スマイルプラ末松　亮 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ン　オーク歯科クリニ茨木市舟木町５番１２号　ホワイ常　勤:    2ン　理事長　山本　恒 新規 現存
     ック トビル１階 (歯       2)一 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365242-03330 藤井歯科医院 〒567-0817 072-622-4868藤井　隆史 藤井　隆史 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     茨木市別院町３番１８号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365342-03348 おかべ歯科クリニック〒567-0818 072-622-2849岡部　功太郎 岡部　功太郎 平29. 1. 1歯   小歯 診療所
     茨木市本町３－３ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365442-03355 こてら歯科クリニック〒567-0032 072-624-7777小寺　啓允 小寺　啓允 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     茨木市西駅前町９－３０ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365542-03371 河原歯科医院 〒567-0815 072-624-5095河原　玲二 河原　玲二 平29. 7. 1歯   診療所
     茨木市竹橋町６番２０号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365642-03389 松尾歯科医院 〒567-0824 072-652-8241松尾　栄伸 松尾　栄伸 平29. 9. 1歯   小歯 診療所
     茨木市中津町４番１２号　コノミ常　勤:    1 新規 現存
     ヤ　２階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365742-03397 うえやま歯科 〒567-0882 072-623-8818黒根　由希 黒根　由希 平30. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     茨木市元町３番８号　虎谷ビル２常　勤:    1 新規 現存
     階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365842-03405 ながいえ歯科クリニッ〒567-0053 072-641-3330長家　和子 長家　和子 平30. 2. 1歯   小歯 診療所
     ク 茨木市豊原町５－１０ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365943-00623 日野歯科ナンバ診療所〒556-0011 06-6641-4367日野　完夫 日野　完夫 昭45.11. 1歯   診療所
     大阪市浪速区難波中一丁目１８番常　勤:    2 新規 現存
     ３号葵ビル３階 (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 366043-00672 中西歯科医院 〒556-0011 06-6631-7005中西　徹 中西　徹 昭48. 5. 1歯   診療所
     大阪市浪速区難波中３－１６－７常　勤:    1 移転 現存
     　岡崎ビル２Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366143-00755 増井歯科医院 〒556-0011 06-6632-0600増井　公一 増井　公一 昭51. 4. 1歯   診療所
     大阪市浪速区難波中３－１４－５常　勤:    1 新規 現存
     新日本ナンバビル内 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366243-00789 岡正歯科医院 〒556-0022 06-6568-0117岡正　利一 岡正　利一 昭53. 4. 1歯   診療所
     大阪市浪速区桜川二丁目３番２８常　勤:    1 新規 現存
     号市松ビル２階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366343-00896 眞弓歯科医院 〒556-0022 06-6568-7400眞弓　孝弘 眞弓　孝弘 昭57. 6. 1歯   診療所
     大阪市浪速区桜川２－９－１３　常　勤:    1 新規 現存
     桜川パークマンション (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366443-00920 西野歯科医院 〒556-0016 06-6649-5364西野　芳彦 西野　芳彦 昭58. 2. 1歯   診療所
     大阪市浪速区元町一丁目１３番７常　勤:    1 新規 現存
     号大協ビル３階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366543-01019 中辻歯科医院 〒556-0005 06-6641-6487中逵　昭彦 中逵　昭彦 昭60. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市浪速区日本橋四丁目９番２常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366643-01027 長谷川歯科医院 〒556-0005 06-6632-3777長谷川　貴一 長谷川　貴一 昭60.11. 1歯   診療所
     大阪市浪速区日本橋五丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     号長谷川本店ビル２階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366743-01068 増田歯科医院 〒556-0013 06-6648-4114増田　博 増田　博 昭62. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市浪速区戎本町一丁目９番２常　勤:    1 新規 現存
     ２号グレースカーサＭ　１Ｆ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366843-01076 新開歯科 〒556-0004 06-6634-1648新開　明 新開　明 昭62. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市浪速区日本橋西一丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     ７号Ｏ’ｓビル２階 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366943-01092 奥田歯科医院 〒556-0014 06-6641-0958新井　三重子 新井　三重子 平元. 7. 5歯   診療所
     大阪市浪速区大国一丁目３番２号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367043-01159 豊田歯科医院 〒556-0014 06-6632-1590豊田　裕章 豊田　裕章 平 2. 2. 1歯   診療所
     大阪市浪速区大国三丁目６番１４常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平29. 2. 1
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 367143-01225 和田歯科医院 〒556-0011 06-6633-8148和田　勲 和田　勲 平 5. 6. 1歯   診療所
     大阪市浪速区難波中二丁目６番４常　勤:    3 移転 現存
     号ワダビル１階 (歯       3) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367243-01241 医療法人藤信会　藤田〒556-0015 06-6647-3500医療法人藤信会　藤田藤田　茂信 平 5. 7. 1歯   診療所
     歯科医院 大阪市浪速区敷津西一丁目１番９常　勤:    2歯科医院　理事長　藤 組織変更 現存
     号 (歯       2)田　茂信 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367343-01258 たかもと歯科クリニッ〒556-0024 06-6561-6487髙本　啓太郎 髙本　啓太郎 平 6. 6. 1歯   診療所
     ク 大阪市浪速区塩草１－３－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367443-01316 わたむら歯科 〒556-0005 06-6636-6480渡村　武 渡村　武 平11. 7. 1歯   診療所
     大阪市浪速区日本橋四丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号三和ビル２階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367543-01324 石川歯科 〒556-0021 06-6568-3366石川　協 石川　協 平12. 2. 1歯   診療所
     大阪市浪速区幸町二丁目２番８号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367643-01332 くき歯科 〒556-0024 06-6561-6480九鬼　武良 九鬼　武良 平12. 7. 1歯   診療所
     大阪市浪速区塩草三丁目３番２６常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367743-01373 わだいら歯科 〒556-0003 06-6641-8983和平　正典 和平　正典 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市浪速区恵美須西二丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     ９号 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367843-01399 原歯科医院 〒556-0022 06-6562-7764原　 夫 原　 夫 平15. 3. 1歯   診療所
     大阪市浪速区桜川一丁目１番１０常　勤:    1 新規 現存
     号タンクロービル１階 (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367943-01423 医療法人　中谷歯科診〒556-0002 06-6631-2787医療法人中谷歯科診療中谷　英世 平15. 4. 1歯   診療所
     療所 大阪市浪速区恵美須東一丁目１３常　勤:    2所　理事長　中谷　英 移転 現存
     番１２号 (歯       2)世 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368043-01431 岡歯科医院 〒556-0013 06-6648-0074岡　幸宏 岡　幸宏 平15. 7. 5歯   診療所
     大阪市浪速区戎本町一丁目７番２常　勤:    1 継承 現存
     ２号 (歯       1) 平27. 7. 5
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 368143-01456 くきデンタルオフィス〒556-0011 06-6632-8849九鬼　佐和子 九鬼　佐和子 平15.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市浪速区難波中二丁目１０番常　勤:    3 移転 現存
     ７０号パークスタワー８階 (歯       3) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368243-01464 医療法人輝有会　フィ〒556-0011 06-6636-8183医療法人輝有会　理事原　慶多 平16. 9. 1歯   歯外 診療所
     ールデンタルクリニッ大阪市浪速区難波中二丁目１０番常　勤:    1長　仙﨑　昭憲 組織変更 現存
     ク ７０号パークスタワー８Ｆ (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368343-01506 中尾歯科医院 〒556-0022 06-6562-0070中尾　達哉 中尾　達哉 平17. 8.30歯   診療所
     大阪市浪速区桜川三丁目４番２０常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平29. 8.30
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368443-01563 ちひろデンタルクリニ〒556-0016 06-6634-6480平岡　千尋 平岡　千尋 平19.10. 1歯   診療所
     ック 大阪市浪速区元町一丁目７番２４常　勤:    1 新規 現存
     号北村ビル２階 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368543-01571 おはら歯科 〒556-0011 06-6630-8211小原　具彦 小原　具彦 平20. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市浪速区難波中二丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号有馬ビル２階 (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368643-01597 髙橋歯科医院 〒556-0014 06-6634-0418高橋　一朗 高橋　一朗 平21. 2. 1歯   診療所
     大阪市浪速区大国三丁目９番地２常　勤:    2 継承 現存
     ３号ローズライフ１階 (歯       2) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368743-01621 太田歯科医院 〒556-0016 06-6586-6471太田　千景 太田　千景 平22. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市浪速区元町一丁目４番２２常　勤:    1 新規 現存
     号ロアジール難波１０２号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368843-01639 医療法人　米永会　米〒556-0006 06-6645-7565医療法人　米永会　理米永　哲朗 平22. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     永歯科医院 大阪市浪速区日本橋東三丁目７番常　勤:    5事長　米永　哲朗 組織変更 現存
     ７号川田ビル２階 (歯       5) 平28. 7. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 368943-01654 医療法人　たんぽぽ会〒556-0024 06-6568-7111医療法人　たんぽぽ会内田　昌範 平22.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     　歯科あしはらばし院大阪市浪速区塩草三丁目１１番９常　勤:    2　理事長　大嶋　俊一 新規 現存
     号ＫＤＸレジデンス難波南１０１(歯       2) 平28.11. 1
     号 非常勤:   15
     (歯      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369043-01670 おか顕微鏡歯科医院 〒556-0013 06-6645-6487岡　誠介 岡　誠介 平24. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     大阪市浪速区戎本町１丁目７番２常　勤:    1 新規 小歯 現存
     ２号１階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369143-01688 中野歯科医院 〒556-0021 06-4392-8899中埜　徹 中埜　徹 平24. 4. 1歯   診療所
     大阪市浪速区幸町２丁目６番１５常　勤:    1 移転 現存
     号是空ＮＡＮＢＡ　ＮＩＳＨＩ　(歯       1) 平30. 4. 1
     １０１号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369243-01704 医療法人教歯会　奥田〒556-0015 06-6641-4352医療法人教歯会　奥田弘部　智 平24. 7. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院　分院 大阪市浪速区敷津西二丁目４番４常　勤:    1歯科医院　理事長　奥 移転 現存
     号大国町青山ビル１階 (歯       1)田　教之 平24. 7. 1
     非常勤:   11
     (歯      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369343-01712 医療法人　彩真会　岡〒556-0021 06-6568-8811医療法人　彩真会　岡岡﨑　英起 平24. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     﨑歯科 大阪市浪速区幸町１丁目３番１９常　勤:    2﨑歯科　理事長　岡﨑 組織変更 現存
     号昭和綜合管理本社ビル２階 (歯       2)　英起 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369443-01720 医療法人　真摯会　な〒556-0017 06-6586-6070医療法人　真摯会　理黄京太（共田　京太）平24.12. 1歯   小歯 診療所
     んばクローバー歯科 大阪市浪速区湊町１丁目２番３号常　勤:    7事長　松本　正洋 新規 現存
     マルイト難波ビル３階 (歯       7) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369543-01738 たいと歯科クリニック〒556-0021 06-6561-1182太田　泰斗 太田　泰斗 平25. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市浪速区幸町２丁目２番２０常　勤:    1 新規 現存
     号清光ビル１階 (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369643-01746 ことぶきデンタルクリ〒556-0003 06-6646-1181東谷　洋壽 東谷　洋壽 平25. 3. 1歯   診療所
     ニック 大阪市浪速区恵美須西３－４－８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369743-01761 かなえ歯科 〒556-0005 06-6630-1216芝田　幸子 芝田　幸子 平25.11. 1歯   診療所
     大阪市浪速区日本橋４丁目１５番常　勤:    2 継承 現存
     ９号寿ビル２階 (歯       2) 平25.11. 1
     非常勤:   19
     (歯      19)
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 369843-01779 堀坂歯科・歯ならび矯〒556-0011 06-6631-2525堀坂　充広 堀坂　充広 平26. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     正歯科 大阪市浪速区難波中１丁目１３番常　勤:    2 移転 現存
     ２０号パークシティ御堂筋ビル３(歯       2) 平26. 1. 1
     Ｆ 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369943-01787 壺内歯科　なんば湊町〒556-0017 06-6648-1177壺内　豊 壺内　豊 平26. 2. 4歯   小歯 歯外診療所
     診療所 大阪市浪速区湊町２丁目１番７号常　勤:    1 移転 現存
     ルネッサ難波ビル１Ｆ (歯       1) 平26. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370043-01795 彩デンタルクリニック〒556-0024 06-6562-0112 本　敦司 本　敦司 平26. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市浪速区塩草２丁目３番２１常　勤:    1 新規 現存
     号さくらんぼ医療ビル１階 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370143-01803 みなと町歯科 〒556-0021 06-6567-2152三角　佐代子 三角　佐代子 平26. 5. 1歯   診療所
     大阪市浪速区幸町１丁目１番１号常　勤:    1 新規 現存
     夕張家ビル２０１号 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370243-01811 ことぶき歯科クリニッ〒556-0022 06-6599-9849西田　寿 西田　寿 平26. 6. 1歯   小歯 診療所
     ク 大阪市浪速区桜川３丁目２番２号常　勤:    1 新規 現存
     フラッツＳ＆Ｓビル１Ｆ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370343-01829 医療法人一栄会　一栄〒556-0011 06-6645-0440医療法人一栄会　理事小林　秀行 平27. 1. 1歯   診療所
     デンタルクリニック難大阪市浪速区難波中２丁目３番２常　勤:    1長　藤井　秀岳 新規 現存
     波診療所 ０号 (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370443-01845 なないろ歯科医院 〒556-0016 06-6644-7716張　毓仁 張　毓仁 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市浪速区元町３丁目９番１５常　勤:    1 新規 現存
     号アビタ元町１階 (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370543-01852 医療法人時和会　クレ〒556-0016 06-6644-0018医療法人時和会　理事呉本　勝隆 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     モト歯科なんば診療所大阪市浪速区元町二丁目３番１９常　勤:    1長　呉本　勝隆 組織変更 現存
     号ＴＣＡビル５Ｆ (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370643-01860 立山歯科 〒556-0011 06-6649-4618立山　正博 立山　正博 平28. 9. 1歯   歯外 診療所
     大阪市浪速区難波中三丁目１番１常　勤:    2 移転 現存
     ３号なんば西島ビル２階 (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 370743-01878 よしかわ歯科 〒556-0024 06-6562-0418吉川　正美 吉川　正美 平29. 8. 1歯   診療所
     大阪市浪速区塩草三丁目１０番２常　勤:    1 移転 現存
     ８号渡辺芦原ビルマンション１０(歯       1) 平29. 8. 1
     １号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370843-01886 橋本歯科医院 〒556-0011 06-6641-1330橋本　正行 橋本　正行 平30. 2. 1歯   診療所
     大阪市浪速区難波中２丁目２番２常　勤:    1 移転 現存
     ０号辻村ビル７階 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370944-00407 古跡歯科医院 〒536-0014 06-6961-4408古跡　清孝 古跡　清孝 昭32.10. 1歯   診療所
     大阪市城東区鴫野西一丁目８番３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371044-00928 石田歯科医院 〒536-0023 06-6961-7295石田　尚 石田　尚 昭38. 7.27歯   診療所
     大阪市城東区東中浜三丁目３番６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 7.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371144-01165 古田歯科医院 〒536-0008 06-6933-7744古田　光行 古田　光行 昭44. 8. 1歯   診療所
     大阪市城東区関目六丁目１３番２常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371244-01256 西川歯科医院 〒536-0005 06-6932-2132西川　肇 西川　肇 昭49. 3. 1歯   診療所
     大阪市城東区中央一丁目１３番１常　勤:    1 新規 現存
     ３号村上実業ビル２階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371344-01389 田中歯科医院 〒536-0007 06-6934-2234田中　滋 田中　滋 昭52.12. 1歯   診療所
     大阪市城東区成育五丁目２３番２常　勤:    1 新規 現存
     号パークプラザ森小路２０１ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371444-01405 高田歯科医院 〒536-0004 06-6934-0648高田　耕平 髙田　耕平 昭53. 5. 1歯   診療所
     大阪市城東区今福西三丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     号プレジデント城東２０４ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371544-01447 河見すわ歯科医院 〒536-0021 06-6962-0775河見　忠雄 河見　忠雄 昭54. 9. 1歯   診療所
     大阪市城東区諏訪四丁目６番１２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371644-01488 千原歯科 〒536-0008 06-6932-3770千原　博之 千原　博之 昭56. 5. 1歯   診療所
     大阪市城東区関目二丁目７番１０常　勤:    1 新規 現存
     号関目ハイツ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371744-01579 濱田歯科 〒536-0007 06-6939-8661濱田　雄士 濱田　雄士 昭57.12. 1歯   診療所
     大阪市城東区成育二丁目１３番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (歯       1) 平27.12. 1
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 371844-01587 土井歯科医院 〒536-0004 06-6939-6780土井　靖 土井　靖 昭57.12. 1歯   診療所
     大阪市城東区今福西五丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号徳田ビル２階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371944-01603 松本歯科 〒536-0014 06-6969-0115松本　晃一 松本　晃一 昭59. 1. 1歯   診療所
     大阪市城東区鴫野西二丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     号ネオコーポ大阪城公園１階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372044-01637 椿井歯科 〒536-0021 06-6967-1600椿井　則行 椿井　則行 昭59. 4. 1歯   診療所
     大阪市城東区諏訪二丁目４番１９常　勤:    1 新規 現存
     号光電気ビル２階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372144-01686 医療法人　適水会　つ〒536-0016 06-6932-1100医療法人　適水会　理堤　信之 昭60. 4. 1歯   診療所
     つみ歯科医院 大阪市城東区蒲生四丁目１－２６常　勤:    3事長　堤　俊仁 組織変更 現存
     (歯       3) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372244-01736 おかもと歯科・矯正歯〒536-0014 06-6969-2094岡本　三惠子 岡本　三惠子 昭61.10.27歯   診療所
     科 大阪市城東区鴫野西五丁目２番３常　勤:    1 移転 現存
     ３号 (歯       1) 平28.10.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372344-01744 上野歯科医院 〒536-0001 06-6932-8148上野　泰寿 上野　泰寿 昭62. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市城東区古市二丁目３番２７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372444-01751 いわはら歯科クリニッ〒536-0003 06-6931-7755広末　知 広末　知 昭62. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 大阪市城東区今福南四丁目７番２常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372544-01777 なべ歯科医院 〒536-0021 06-6961-8211鍋　登志樹 鍋　登志樹 昭62. 7. 1歯   診療所
     大阪市城東区諏訪四丁目１６番２常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372644-01819 児玉歯科 〒536-0007 06-6930-4180児玉　篤幸 児玉　篤幸 昭63. 6. 1歯   診療所
     大阪市城東区成育３－１６－２６常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372744-01827 蔵前歯科診療所 〒536-0002 06-6939-8888蔵前　勝彦 蔵前　勝彦 昭63. 4.25歯   診療所
     大阪市城東区今福東１－１２－９常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 4.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372844-01850 上田歯科クリニック 〒536-0001 06-6930-4182上田　裕彦 上田　裕彦 平 2. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市城東区古市一丁目２３番２常　勤:    1 新規 現存
     ３号サントゥール南進１階 (歯       1) 平29. 1. 1
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 372944-01868 辻本歯科医院 〒536-0017 06-6967-4182辻本　勝 辻本　勝 平元.12. 1歯   診療所
     大阪市城東区新喜多東一丁目３番常　勤:    1 移転 現存
     １０号 (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373044-01884 医療法人節和会　佐伯〒536-0005 06-6933-0205医療法人節和会　理事佐伯　太朗 平 2. 1. 1歯   矯歯 診療所
     歯科医院 大阪市城東区中央一丁目２番２３常　勤:    1長　佐伯　太朗 組織変更 現存
     号京橋ハイツビルディング１１２(歯       1) 平29. 1. 1
     号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373144-01967 北村歯科医院 〒536-0002 06-6934-5560北村　詔四 北村　詔四 平 3. 2. 1歯   診療所
     大阪市城東区今福東２－４－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373244-02007 阪藤歯科 〒536-0004 06-6930-2588 西　賀子 西　賀子 平 4. 1. 1歯   診療所
     大阪市城東区今福西二丁目６番６常　勤:    1 新規 現存
     号グランピア今福２階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373344-02015 宮本歯科医院 〒536-0002 06-6935-3881宮本　明 宮本　明 平 4. 4. 1歯   診療所
     大阪市城東区今福東３丁目３－２常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373444-02072 辻歯科医院 〒536-0013 06-6968-1992辻　正信 辻　正信 平 5. 5. 1歯   診療所
     大阪市城東区鴫野東三丁目１３番常　勤:    1 移転 現存
     ８号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373544-02080 向井歯科医院 〒536-0021 06-6965-6789向井　豊 向井　豊 平 5. 8. 1歯   診療所
     大阪市城東区諏訪一丁目１０番１常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373644-02098 上田歯科医院 〒536-0003 06-6933-6480上田　恒一 上田　恒一 平 5. 8. 1歯   診療所
     大阪市城東区今福南一丁目２番６常　勤:    1 新規 現存
     号ベラ・フロール１０１号 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373744-02114 はおか歯科医院 〒536-0001 06-6939-8288羽岡　正太郎 羽岡　正太郎 平 6. 5. 1歯   診療所
     大阪市城東区古市一丁目８－２　常　勤:    2 新規 現存
     ２階 (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373844-02130 下地歯科医院 〒536-0002 06-6939-5008下地　常揮 下地　常揮 平 6. 7. 1歯   診療所
     大阪市城東区今福東２－１５－３常　勤:    2 新規 現存
     ０ＹＳコート今福鶴見２階２０１(歯       2) 平24. 7. 1
     号室
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 373944-02171 宇井歯科医院 〒536-0006 06-6932-0200宇井　崇 宇井　崇 平 6.10. 1歯   診療所
     大阪市城東区野江一丁目２番３号常　勤:    1 新規 現存
     モリビル京橋２階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374044-02197 大谷歯科医院 〒536-0004 06-6934-4888大谷　文子 大谷　文子 平 7. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市城東区今福西三丁目８番１常　勤:    1 新規 現存
     ８号大谷ビル２階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374144-02205 山口歯科医院 〒536-0001 06-6931-9427山口　洋二 山口　洋二 平 7. 5. 1歯   診療所
     大阪市城東区古市三丁目８番７－常　勤:    1 移転 現存
     １０４ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374244-02221 やました歯科 〒536-0001 06-6932-1789山下　卓雄 山下　卓雄 平 7. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市城東区古市一丁目７番１２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374344-02247 吉岡歯科医院 〒536-0008 06-6931-6781 岡　紀哲 岡　紀哲 平 7.12. 1歯   小歯 診療所
     大阪市城東区関目一丁目１２番６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374444-02254 宮木歯科口腔外科 〒536-0023 06-6969-0025宮木　克明 宮木　克明 平 8. 4. 1歯   歯外 診療所
     大阪市城東区東中浜九丁目４番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374544-02288 なかがわ歯科医院 〒536-0024 06-6962-1400中川　新二 中川　新二 平 9. 4. 1歯   歯外 診療所
     大阪市城東区中浜三丁目１６番２常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374644-02304 よしなが歯科 〒536-0014 06-6964-3006吉永　浩二 吉永　浩二 平 9.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市城東区鴫野西四丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     １４号鴫野ショッピッングセンタ(歯       1) 平24.11. 1
     ー２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374744-02312 生活協同組合ヘルスコ〒536-0016 06-6936-8241生活協同組合ヘルスコ辻　良典 平 9.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ープおおさか　せいき大阪市城東区蒲生三丁目１５番１常　勤:    2ープおおさか　理事長 新規 現存
     ょう三丁目歯科 ２号メディカルコープビル４階 (歯       2)　水野　俊和 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374844-02338 医療法人恵歯会　前田〒536-0008 06-6931-0341医療法人恵歯会　理事前田　太久夫 平10. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 大阪市城東区関目五丁目１６番１常　勤:    1長　前田　太久夫 組織変更 現存
     ９号メゾンフルール１０２号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 374944-02353 竹森歯科クリニック 〒536-0021 06-6963-4182竹森　健嗣 竹森　健嗣 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市城東区諏訪四丁目３番９号常　勤:    1 新規 現存
     ケインズ深江橋２階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375044-02379 西原歯科クリニック 〒536-0023 06-4258-0555西原　雅孝 西原　雅孝 平11. 1. 1歯   診療所
     大阪市城東区東中浜二丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     ４号アミティヒロタ１階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375144-02387 坂東歯科医院 〒536-0013 06-6962-2990坂東　慶一 坂東　慶一 平11. 7.10歯   診療所
     大阪市城東区鴫野東二丁目１２番常　勤:    1 移転 現存
     １５号 (歯       1) 平29. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375244-02395 むらさき歯科医院 〒536-0006 06-6939-1901村崎　彰宏 村崎　彰宏 平11. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市城東区野江四丁目１番８号常　勤:    1 組織変更 現存
     コスモテール城北２０２号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375344-02403 やまもと歯科 〒536-0004 06-6934-0252山本　敏行 山本　敏行 平11.10. 1歯   診療所
     大阪市城東区今福西三丁目１２番常　勤:    1 移転 現存
     ５号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375444-02411 きたがき歯科医院 〒536-0016 06-6934-4618北垣　英俊 北垣　英俊 平12. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市城東区蒲生二丁目３番２９常　勤:    1 新規 現存
     号ペルソナⅠ１階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375544-02445 いわい歯科 〒536-0023 06-6969-6900岩井　昭夫 岩井　昭夫 平13. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市城東区東中浜三丁目４番１常　勤:    1 新規 現存
     １号キャッスル・イースト１階 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375644-02452 玉川歯科医院 〒536-0008 06-6931-1214玉川　明弘 玉川　明弘 平13. 4. 1歯   診療所
     大阪市城東区関目三丁目１３番２常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375744-02486 医療法人みのる会　鹿〒536-0005 06-6933-0236医療法人みのる会　理鹿谷　實 平13. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     谷歯科医院 大阪市城東区中央一丁目６番１８常　勤:    2事長　鹿谷　實 移転 現存
     号 (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375844-02494 よしだ歯科 〒536-0002 06-6931-1182吉田　忠史 吉田　忠史 平14. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市城東区今福東二丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号第２泰平ビル２階－Ｄ号 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 375944-02502 西尾歯科医院 〒536-0008 06-6936-4000西尾　順吉 西尾　順吉 平14. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市城東区関目四丁目１１番８常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376044-02510 松岡歯科医院 〒536-0001 06-6931-6932松岡　愼悟 松岡　愼悟 平14. 4. 1歯   診療所
     大阪市城東区古市三丁目１２番４常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376144-02528 田沼歯科医院 〒536-0007 06-6930-6480田沼　哲也 田沼　哲也 平14.10. 1歯   診療所
     大阪市城東区成育三丁目１４番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号インプレッション野江１階 (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376244-02536 医療法人尚志会　玉井〒536-0022 06-6963-1202医療法人尚志会　理事玉井　良尚 平15. 1. 1歯   診療所
     歯科医院 大阪市城東区永田三丁目２番２５常　勤:    1長　玉井　良尚 組織変更 現存
     号フェアーニッキーマンション１(歯       1) 平27. 1. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376344-02551 おおたに歯科 〒536-0004 06-6936-7825大谷　明裕 大谷　明裕 平15. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市城東区今福西五丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     ５　１１０号 (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376444-02569 はじめ歯科クリニック〒536-0005 06-6933-4618米田　一 米田　一 平15.12. 1歯   小歯 診療所
     大阪市城東区中央二丁目５番２４常　勤:    1 新規 現存
     －１１１号ファミール野江１階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376544-02577 松野歯科 〒536-0007 06-6933-8241松野　賢一郎 松野　賢一郎 平16.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市城東区成育五丁目２３－１常　勤:    1 新規 現存
     ０関目タウンビル２階 (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376644-02585 谷木歯科医院 〒536-0014 06-6967-2221谷木　光博 谷木　光博 平16.11. 1歯   診療所
     大阪市城東区鴫野西五丁目１６番常　勤:    1 移転 現存
     ２６号 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376744-02593 山田歯科 〒536-0013 06-6961-5490山田　昭夫 山田　昭夫 平16.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大阪市城東区鴫野東二丁目２４番常　勤:    1 組織変更 現存
     ４号 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376844-02619 おかみ歯科クリニック〒536-0004 06-4255-3570岡見　克也 岡見　克也 平18. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市城東区今福西四丁目６番２常　勤:    1 新規 現存
     ９号グランデージ今福１階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 376944-02627 畠山歯科医院 〒536-0025 06-6967-6750畠山　功 畠山　功 平18. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市城東区森之宮二丁目６番１常　勤:    1 移転 現存
     １２号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377044-02635 中川歯科医院 〒536-0023 06-6962-5025中川　貴司 中川　貴司 平18. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市城東区東中浜三丁目１６番常　勤:    2 移転 現存
     ２４号 (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377144-02643 まるやま歯科クリニッ〒536-0013 06-6965-6480丸山　太郎 丸山　太郎 平18. 8. 1歯   小歯 診療所
     ク 大阪市城東区鴫野東一丁目９番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号マレ・ドゥ・カルム１階 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377244-02650 医療法人　藤崎歯科医〒536-0008 06-6932-1072医療法人藤崎歯科医院藤崎　卓志 平19. 7. 1歯   診療所
     院 大阪市城東区関目二丁目１番１号常　勤:    1　理事長　藤崎　卓志 組織変更 現存
     アビタ山本１階 (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377344-02684 はしもと矯正歯科 〒536-0008 06-6935-8770橋本　一郎 橋本　一郎 平20. 3. 1矯歯 診療所
     大阪市城東区関目三丁目３番１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377444-02692 原歯科医院 〒536-0004 06-4255-6400原　聡史 原　聡史 平20. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市城東区今福西四丁目４番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377544-02700 あおぞら歯科 〒536-0011 06-6969-8239炭本　英寿 炭本　英寿 平20. 6. 1歯   診療所
     大阪市城東区放出西一丁目６番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号 (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377644-02718 下地歯科 〒536-0006 06-6931-5446下地　常登 下地　常登 平20. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市城東区野江四丁目１４番１常　勤:    1 継承 現存
     ２号 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377744-02734 もりもと歯科 〒536-0004 06-6935-4618森本　圭 森本　圭 平20.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市城東区今福西一丁目３番３常　勤:    1 新規 現存
     号橋本ビル２０１号 (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377844-02742 和田歯科医院 〒536-0016 06-6932-1108和田　聖二 和田　聖二 平20.11. 1歯   歯外 診療所
     大阪市城東区蒲生一丁目１２番１常　勤:    1 移転 現存
     ０京橋アドバンス２１１０１号室(歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377944-02759 安井歯科医院 〒536-0021 06-6782-0155安井　康順 安井　康順 平21. 2. 1歯   歯外 診療所
     大阪市城東区諏訪一丁目１８番６常　勤:    2 継承 現存
     号 (歯       2) 平27. 2. 1
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 378044-02783 医療法人　森岡歯科医〒536-0016 06-6934-0418医療法人　森岡歯科医森岡　敦 平22. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 大阪市城東区蒲生一丁目１番１５常　勤:    1院　理事長　森岡　敦 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378144-02791 原歯科クリニック 〒536-0004 06-6935-3101原　隆史 原　隆史 平22.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市城東区今福西三丁目８番２常　勤:    1 新規 現存
     ８号　１Ｆ (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378244-02809 吉尾歯科医院 〒536-0008 06-6933-3887吉尾　元宏 吉尾　元宏 平22.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市城東区関目五丁目１４番２常　勤:    1 継承 現存
     号中橋ビル２階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378344-02817 たじり歯科クリニック〒536-0008 06-6935-4182田尻　康樹 田尻　康樹 平23. 5.16歯   小歯 歯外診療所
     大阪市城東区関目１丁目１８番１常　勤:    2 新規 現存
     ５号 (歯       2) 平29. 5.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378444-02833 村田歯科医院 〒536-0002 06-6934-2190村田　好範 村田　好範 平23. 4. 1歯   診療所
     大阪市城東区今福東一丁目１０番常　勤:    3 継承 現存
     １４号今福ファミリータウン４Ｆ(歯       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378544-02841 長尾歯科医院 〒536-0007 06-6931-2162長尾　光理 長尾　光理 平23. 5. 1歯   診療所
     大阪市城東区成育４丁目７番３号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378644-02858 柳本歯科医院 〒536-0002 06-6939-3383柳本　成一 柳本　成一 平23. 5. 1歯   診療所
     大阪市城東区今福東１丁目１２番常　勤:    1 移転 現存
     １８号 (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378744-02866 医療法人乾洋会　タク〒536-0008 06-6753-9414医療法人乾洋会　理事小林　千恵 平23. 8. 1歯   歯外 診療所
     デンタルクリニック 大阪市城東区関目５丁目３番２１常　勤:    2長　小島　哲也 新規 現存
     号グランシャリオ１階 (歯       2) 平29. 8. 1
     非常勤:   11
     (歯      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 378844-02874 医療法人　北村小児歯〒536-0005 06-6934-1020医療法人　北村小児歯北村　武嗣 平23. 9. 1小歯 歯   診療所
     科 大阪市城東区中央１丁目９番３３常　勤:    1科　理事長　北村　武 移転 現存
     号泉秀園城東ビル２階 (歯       1)嗣 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378944-02882 せきめ歯科クリニック〒536-0007 06-6786-0202碇　晋太郎 碇　晋太郎 平24. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市城東区成育５丁目１９番９常　勤:    1 新規 現存
     号粋交苑マンション１０６号 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379044-02890 医療法人　尾崎歯科医〒536-0014 06-6961-5821医療法人　尾崎歯科医尾崎　均 平24. 8. 6歯   小歯 歯外診療所
     院 大阪市城東区鴫野西１丁目１２番常　勤:    2院　理事長　尾崎　均 移転 現存
     １２号 (歯       2) 平24. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379144-02916 ゆきひろ歯科 〒536-0008 06-6935-7227橋本　行広 橋本　行広 平24.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市城東区関目３丁目９番３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379244-02924 奥井歯科医院 〒536-0014 06-7164-1801奥井　森 奥井　森 平25. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市城東区鴫野西５丁目２０－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379344-02932 大東歯科医院 〒536-0011 06-6969-2113大東　美穂 大東　美穂 平25.11.12歯   小歯 歯外診療所
     大阪市城東区放出西３丁目１１番常　勤:    1 継承 矯歯 現存
     １号大東マンション１階 (歯       1) 平25.11.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379444-02940 ふみの歯科クリニック〒536-0024 06-6964-7117文野　順美 文　順美（文野順美）平26. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市城東区中浜３丁目２５番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379544-02957 舩戸歯科医院　しぎの〒536-0014 06-6968-8241舩戸　大 舩戸　大 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 大阪市城東区鴫野西三丁目６番２常　勤:    3 組織変更 現存
     ６号鴫野ビル１階 (歯       3) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379644-02973 おかもと歯科医院 〒536-0007 06-6936-1418岡本　啓 岡本　啓 平26. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市城東区成育４丁目２２番６常　勤:    2 継承 現存
     号 (歯       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 379744-02999 福本歯科医院 〒536-0015 06-6933-5338福本　和夫 福本　和夫 平28. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市城東区新喜多１丁目１番１常　勤:    1 移転 矯歯 現存
     ３号 (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379844-03005 医療法人優紫会　いけ〒536-0004 06-6935-1182医療法人優紫会　理事池永　立 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     なが歯科 大阪市城東区今福西三丁目６番３常　勤:    1長　池永　立 組織変更 現存
     ２号デイグランビル３Ｆ (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379944-03013 医療法人　がもう四丁〒536-0004 06-6180-9991医療法人がもう四丁目廣松　秀隆 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     目歯科 大阪市城東区今福西一丁目７番４常　勤:    1歯科　理事長　廣松　 組織変更 現存
     号キリンドプラザ城東１階 (歯       1)秀隆 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380044-03021 医療法人賢誠会　中川〒536-0008 06-6936-0555医療法人賢誠会　理事中川　富希雄 平29. 3. 1歯   診療所
     歯科医院 大阪市城東区関目五丁目１２番２常　勤:    1長　中川　富希雄 組織変更 現存
     １号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380144-03039 医療法人泰寿会　スマ〒536-0014 06-6963-1182医療法人泰寿会　理事李　泰明（松永泰明）平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     イル鴫野歯科クリニッ大阪市城東区鴫野西四丁目１番３常　勤:    1長　李　泰明 組織変更 現存
     ク ３号Ｗｅｌｆａｒｅ大阪京橋ビル(歯       1) 平29. 9. 1
     ２階１号 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380244-03047 ふなもと歯科医院 〒536-0008 06-4255-1220舩本　照一 舩本　照一 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市城東区関目２丁目１５番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380345-00198 岡村歯科医院 〒598-0054 072-462-1201岡村　親一郎 岡村　親一郎 昭38.10. 1歯   診療所
     泉佐野市栄町３番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380445-00271 矢野歯科医院 〒598-0001 0724-62-7045矢野　晋也 矢野　晋也 昭41. 8. 1歯   診療所
     泉佐野市上瓦屋１０２４番地の２常　勤:    1 新規 休止
     ９ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380545-00339 吉田歯科診療所 〒598-0007 0724(64)0395吉田　陽彦 吉田　陽彦 昭48. 5. 1歯   診療所
     泉佐野市上町３－１０－１８　根常　勤:    1 新規 現存
     来ビル２Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 380645-00412 奥野歯科医院 〒598-0015 0724-64-2118奥野　喜美子 奥野　喜美子 昭53.10. 1歯   診療所
     泉佐野市高松南一丁目４番３９号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380745-00420 田端歯科医院 〒598-0052 0724(63)6100田端　哲生 田端　哲生 昭54. 4. 1歯   診療所
     泉佐野市旭町２－１０ 常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380845-00446 鶴原奥野歯科診療所 〒598-0071 0724-64-2108奥野　堅造 奥野　堅造 昭55. 6. 1歯   診療所
     泉佐野市鶴原１８０６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380945-00461 大野歯科医院 〒598-0007 0724-62-3127大野　浩 大野　浩 昭55. 9. 1歯   診療所
     泉佐野市上町二丁目３番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381045-00495 岡本歯科医院 〒598-0001 0724-62-8164岡本　考司 岡本　考司 昭56. 9. 1歯   診療所
     泉佐野市上瓦屋９０６－１亀井ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381145-00578 道幸歯科医院 〒598-0032 0724-62-6419道幸　眞 道幸　眞 昭61. 9. 1歯   診療所
     泉佐野市新安松一丁目１番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381245-00602 河村歯科医院 〒598-0006 0724-64-2705河村　髙明 河村　髙明 昭62. 1. 1歯   小歯 診療所
     泉佐野市市場西一丁目６番４１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381345-00628 尚原歯科クリニック 〒598-0071 0724-63-4150尚原　秀典 尚原　秀典 昭62. 5. 1歯   診療所
     泉佐野市鶴原五丁目１番１号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381445-00636 田中歯科医院 〒598-0046 0724-63-6471田中　利久 田中　利久 昭62. 5. 1歯   診療所
     泉佐野市羽倉崎四丁目４番１３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381545-00651 医療法人　中井歯科医〒598-0046 0724-65-6480医療法人中井歯科医院中井　理晴 昭64. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 泉佐野市羽倉崎一丁目１番６号 常　勤:    2　理事長　中井　理晴 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 381645-00685 ふじや歯科医院 〒598-0033 0724-65-7508藤谷　善光 藤谷　善光 平元. 6. 1歯   診療所
     泉佐野市南中安松５９１番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381745-00701 医療法人　岸村歯科医〒598-0037 0724-66-0911医療法人岸村歯科医院岸村　廣二 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 泉佐野市羽倉崎上町一丁目４番３常　勤:    1　理事長　岸村　廣二 組織変更 現存
     １号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381845-00735 北野歯科医院 〒598-0034 0724-66-5856北野　佳男 北野　佳男 平 2.11. 1歯   小歯 診療所
     泉佐野市長滝１６９０番コスモプ常　勤:    1 新規 現存
     ラザⅡ２階２０１号 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381945-00743 綛谷歯科医院 〒598-0055 0724-62-0231綛谷　芳明 綛谷　芳明 平 3. 1. 1歯   診療所
     泉佐野市若宮町１０番２号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382045-00750 まちや歯科医院 〒598-0033 0724(66)6070町谷　奈穂子 町谷　奈穂子 平 3. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     泉佐野市南中安松１７７６－２ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382145-00784 イクタ歯科 〒598-0021 0724-69-2010幾田　輝廣 幾田　輝廣 平 4. 4. 1歯   診療所
     泉佐野市日根野４２４５番の４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382245-00800 かつふじ歯科 〒598-0007 0724-69-3826勝藤　大輔 勝藤　大輔 平 4. 9. 1歯   小歯 診療所
     泉佐野市上町三丁目１番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382345-00826 境歯科医院 〒598-0036 0724-66-4874境　美津子 境　美津子 平 5. 6. 1歯   小歯 診療所
     泉佐野市南中岡本３１６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382445-00859 中西歯科医院 〒598-0036 0724-65-1263中西　久義 中西　久義 平 6. 9.14歯   診療所
     泉佐野市南中岡本１７０ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平24. 9.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382545-00875 庄司歯科医院 〒598-0021 0724-67-0056庄司　岳史 庄司　岳史 平 7. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     泉佐野市日根野４０３６－１ 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382645-00883 日根野谷歯科医院 〒598-0007 0724-64-7172日根野谷　仁 日根野谷　仁 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     泉佐野市上町三丁目４番２３号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
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 382745-00925 箕西歯科医院 〒598-0001 0724-64-0881箕西　敦久 箕西　敦久 平10. 8.21歯   小歯 矯歯診療所
     泉佐野市上瓦屋３００の５ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382845-00941 医療法人　目歯科医院〒598-0021 0724-68-0550医療法人　目歯科医院目　順子 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     泉佐野市日根野２６１４番地の３常　勤:    2　理事長　目　順子 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382945-00958 たにぐち歯科 〒598-0062 072-458-1855谷口　秀文 谷口　秀文 平12. 4. 1歯   小歯 診療所
     泉佐野市下瓦屋二丁目２番７７号常　勤:    1 新規 現存
     いこらもーる泉佐野３階３０１０(歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383045-00982 石田歯科クリニック 〒598-0021 0724-50-0120石田　亮人 石田　亮人 平13. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     泉佐野市日根野４２９９－４ＯＳ常　勤:    2 新規 現存
     マンションⅡ１階 (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383145-01014 きのした歯科 〒598-0045 0724-58-8811木下　恵介 木下　恵介 平13.10. 1歯   小歯 診療所
     泉佐野市松原二丁目１番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383245-01022 わたなべ歯科 〒598-0071 0724-64-8874渡邊　典彦 渡邊　典彦 平14. 3. 1歯   小歯 診療所
     泉佐野市鶴原１１２９番地５藤和常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383345-01055 おつじ歯科医院 〒598-0021 0724-86-6480尾辻　渉 尾辻　渉 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     泉佐野市日根野４３２７－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383445-01097 医療法人健成会　あし〒598-0021 0724-58-3317医療法人健成会　理事安　成武 平16. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     か歯科 泉佐野市日根野４６４０番地１１常　勤:    2長　安成　武 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383545-01113 うえなか歯科 〒598-0021 072-468-1423上中　大典 上中　大典 平17. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     泉佐野市日根野２４９６－１イオ常　勤:    1 新規 現存
     ンモール日根野２階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383645-01139 浜西歯科医院 〒598-0044 072-462-8024濵西　伸児 濵西　伸児 平18. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     泉佐野市笠松一丁目１９８９－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 383745-01147 西田歯科 〒598-0053 072-469-0077西田　栄昭 西田　栄昭 平19.10. 1歯   小歯 診療所
     泉佐野市大宮町８番１３号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383845-01162 やすだ歯科 〒598-0046 072-466-4182安田　光 安田　光 平20. 9. 1歯   小歯 診療所
     泉佐野市羽倉崎一丁目１番６６号常　勤:    1 新規 現存
     ヤスダビル１階 (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383945-01170 栗本歯科 〒598-0037 072-466-8469栗本　拓哉 栗本　拓哉 平21. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     泉佐野市羽倉崎上町二丁目３４４常　勤:    2 移転 矯歯 現存
     ７番１号リヒト２１ビル　１階 (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384045-01188 すとう矯正歯科クリニ〒598-0004 072-469-7769數藤　正人 數藤　正人 平22.11.22矯歯 診療所
     ック 泉佐野市市場南一丁目７番３９－常　勤:    1 移転 現存
     １号 (歯       1) 平28.11.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384145-01196 医療法人朝日会　小北〒598-0034 072-466-4108医療法人朝日会　理事小北　雅史 平23. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 泉佐野市長滝８４７番地５ 常　勤:    6長　小北　雅史 移転 現存
     (歯       6) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384245-01204 医療法人　小川歯科 〒598-0007 072-464-2207医療法人小川歯科　理小川　秀三 平23. 1. 1歯   小歯 診療所
     泉佐野市上町三丁目３番１８号 常　勤:    3事長　小川　秀三 組織変更 現存
     (歯       3) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384345-01238 すずき歯科医院 〒598-0015 072-458-8241鈴木　紀和 鈴木　紀和 平24. 5. 1歯   小歯 診療所
     泉佐野市高松南１丁目３番５５号常　勤:    1 新規 現存
     エアポート更科第５ビル１Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384445-01261 医療法人　笠原歯科医〒598-0071 072-461-1108医療法人笠原歯科医院笠原　良治 平25. 9. 2歯   小歯 診療所
     院 泉佐野市鶴原１２６０番地の１ 常　勤:    1　理事長　笠原　良治 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384545-01279 アップル歯科 〒598-0071 072-469-0648染川　慎吾 染川　慎吾 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     泉佐野市鶴原１５０６－１・１０常　勤:    1 継承 現存
     レジデンス・ガラシャ１Ｆ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384645-01287 ＫＩＸ　ＤＥＮＴＡＬ〒549-0001 072-456-8111外賀　泰 外賀　泰 平28. 7. 1歯   診療所
     　ＯＦＦＩＣＥ（関西泉佐野市泉州空港北１番地関西国常　勤:    1 新規 現存
     国際空港歯科診療所）際空港エアロプラザビル３階 (歯       1) 平28. 7. 1
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 384745-01303 医療法人　聖因会　小〒598-0007 072-469-6480医療法人聖因会　理事小谷　力 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     谷歯科医院 泉佐野市上町一丁目３番１号 常　勤:    1長　小谷　力 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384845-01311 信貴歯科 〒598-0055 072-464-5673信貴　大祐 信貴　大祐 平29.11. 1歯   診療所
     泉佐野市若宮町２番１４号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384945-01329 りんくうシークル愛ラ〒598-0047 072-462-4618多木　崇展 多木　崇展 平30. 3. 1歯   小歯 診療所
     ンド歯科 泉佐野市りんくう往来南３番地り常　勤:    1 継承 現存
     んくうシークル２Ｆ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385045-01337 よしだ歯科クリニック〒598-0055 072-493-3118 田　和哲 田　和哲 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     泉佐野市若宮町１番２１号メゾン常　勤:    1 新規 現存
     ドミモリ１階 (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385146-00261 辻野歯科医院 〒582-0008 0729-71-3067辻野　宏 辻野　宏 昭55. 9. 1歯   診療所
     柏原市古町三丁目２番３号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385246-00337 山崎歯科医院 〒582-0005 0729-71-4701山崎　靖彦 山崎　靖彦 昭59. 2. 1歯   診療所
     柏原市法善寺３－５１９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385346-00378 髙井歯科医院 〒582-0018 0729(72)0880髙井　規安 髙井　規安 昭61. 1. 1歯   診療所
     柏原市大県二丁目４番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385446-00402 西野歯科 〒582-0001 0729-71-8211西野　隆至 西野　隆至 昭62. 6. 1歯   診療所
     柏原市本郷二丁目５番３３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385546-00410 医療法人　仁恵会　な〒582-0025 0729(78)6249医療法人仁恵会　理事仲村　昌温 昭64. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     かむら歯科医院 柏原市国分西１－２－２６　泰山常　勤:    2長　仲村　昌温 組織変更 現存
     ビル２階 (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 385646-00436 医療法人秀歯会　西村〒582-0020 072-977-7127医療法人　秀歯会　西西村　公秀 平 2. 7. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 柏原市片山町１番３１号 常　勤:    1村歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)西村　公秀 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385746-00444 医療法人寿歯会　藤本〒582-0021 072-977-8041医療法人寿歯会　理事杉原　栄子 平 2. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 柏原市国分本町一丁目４番２号駅常　勤:    1長　藤本　喜之 組織変更 歯外 現存
     前再開発第２ビル３階 (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385846-00451 谷口歯科 〒582-0025 072-977-1550谷口　健詩 谷口　健詩 平 2. 9. 1歯   診療所
     柏原市国分西二丁目４番２５号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385946-00469 医療法人　山野歯科 〒582-0005 0729-72-2788医療法人　山野歯科　山野　展秀 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     柏原市法善寺四丁目９番１８号 常　勤:    1理事長　山野　展秀 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386046-00493 松原歯科医院 〒582-0021 0729-78-0643松原　一幸 松原　一幸 平 5. 7. 1歯   診療所
     柏原市国分本町二丁目２番６号エ常　勤:    1 新規 現存
     スポアール国分３階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386146-00519 にしむら歯科 〒582-0022 0729-78-0656西村　忠重 西村　忠重 平 5. 9. 1歯   小歯 診療所
     柏原市国分市場二丁目７番５３号常　勤:    1 新規 現存
     レジデンス葉月１階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386246-00527 杉本歯科医院 〒582-0008 0729-72-1439杉本　叡 杉本　叡 平 6. 5. 1歯   診療所
     柏原市古町２－２－１２ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386346-00535 大宅歯科医院 〒582-0006 0729-71-2349大宅　渉 大宅　渉 平 7. 1. 1歯   診療所
     柏原市清州一丁目３番１号サンキ常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386446-00543 医療法人　細見歯科医〒582-0018 0729-72-1039医療法人細見歯科医院細見　一三 平 8. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 柏原市大県一丁目７番４号 常　勤:    1　理事長　細見　一三 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 386546-00584 畑中歯科医院 〒582-0006 0729-73-2675畑中　健太郎 畑中　健太郎 平 8.10. 1歯   小歯 診療所
     柏原市清州二丁目１番４３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386646-00592 福本歯科 〒582-0005 0729-71-3844福本　光好 福本　光好 平 8.11. 1歯   小歯 診療所
     柏原市法善寺二丁目５番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386746-00600 いどうじ歯科 〒582-0007 0729-72-4182伊堂寺　茂 伊堂寺　茂 平 9. 6. 1歯   診療所
     柏原市上市三丁目１０番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386846-00634 かなやま歯科 〒582-0005 0729-70-3000金山　憲弘 金山　憲弘 平11. 6. 1歯   小歯 診療所
     柏原市法善寺一丁目１５番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386946-00642 笠原歯科 〒582-0009 0729-70-3311笠原　浩 笠原　浩 平11.10. 1歯   診療所
     柏原市大正三丁目１番３号大清第常　勤:    1 新規 現存
     ３ビル２階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387046-00667 医療法人　久野歯科医〒582-0025 072-977-2883医療法人　久野歯科医久野　裕史 平12. 1. 1歯   小歯 診療所
     院 柏原市国分西一丁目１番１７号幸常　勤:    1院　理事長　久野　裕 組織変更 現存
     喜ビル２階 (歯       1)史 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387146-00675 なかい歯科医院 〒582-0026 0729-78-4181中井　順也 中井　順也 平14.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     柏原市旭ケ丘三丁目１５番４１号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     コーポ西村　１０５ (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387246-00683 益弘歯科医院 〒582-0006 0729-71-4273益弘　均 益弘　均 平15. 9. 1歯   診療所
     柏原市清州一丁目４番１８号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387346-00717 ふじと歯科医院 〒582-0007 072-971-7648藤戸　隆亘 藤戸　隆亘 平19. 9. 1歯   小歯 診療所
     柏原市上市一丁目２番２号－４１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387446-00725 医療法人　島田歯科医〒582-0006 072-973-2577医療法人島田歯科医院島田　英司 平21. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 柏原市清州二丁目５番２８号 常　勤:    2　理事長　島田　英司 組織変更 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387546-00741 福井歯科医院 〒582-0005 072-971-5284奥　陽子 奥　陽子 平21. 9.21歯   小歯 診療所
     柏原市法善寺三丁目７番３５号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 9.21
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 387646-00766 岡本歯科医院 〒582-0006 0729-72-0106岡本　吉史 岡本　吉史 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     柏原市清州２丁目３番３４号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387746-00774 ゆきひろ歯科クリニッ〒582-0026 072-978-1188西村　行広 西村　行広 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 柏原市旭ケ丘３丁目２番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387846-00782 柏原センチュリー歯科〒582-0006 072-926-7828祐田　尚紀 祐田　尚紀 平26. 3. 1歯   診療所
     柏原市清州２丁目３番１４号ロン常　勤:    1 新規 現存
     グヴィラ１Ｆ (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387946-00790 ばん歯科クリニック 〒582-0005 072-968-8241潘　泰弘 潘　泰弘 平26. 3. 1歯   小歯 診療所
     柏原市法善寺４丁目１０番１５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388046-00808 医療法人グレープ　と〒582-0017 072-970-4618医療法人グレープ　理富永　吉昭 平27. 1. 1歯   小歯 診療所
     みなが歯科 柏原市太平寺１丁目５番２５号コ常　勤:    2事長　富永　吉昭 組織変更 現存
     ートハウス中野１階 (歯       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388146-00816 太田歯科医院 〒582-0028 072-978-4618太田　和宏 太田　和宏 平28. 1. 1歯   小歯 診療所
     柏原市玉手町１８番６４号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388246-00824 とみやす歯科クリニッ〒582-0021 072-978-8801冨安　祐介 冨安　祐介 平28. 3. 1歯   小歯 診療所
     ク 柏原市国分本町１丁目１－１ジョ常　勤:    1 新規 現存
     イフル国分３０２号 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388346-00832 ケイデンタルクリニッ〒582-0005 072-972-0990浅野　桂右 浅野　桂右 平29. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 柏原市法善寺３丁目－８５６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388446-00840 ローズ＆クラウン祐田〒582-0006 072-971-8148祐田　廣美 祐田　廣美 平30. 3. 3歯   診療所
     歯科 柏原市清州２丁目４番２７号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388547-00137 医療法人　北川歯科 〒563-0103 0727-38-3307医療法人北川歯科　理北川　恒男 平 2. 1. 1歯   診療所
     豊能郡豊能町東ときわ台七丁目１常　勤:    1事長　北川　恒男 組織変更 現存
     番９号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 388647-00145 池田歯科医院 〒563-0105 0727-38-6664池田　正人 池田　正人 平 2.11. 1歯   診療所
     豊能郡豊能町新光風台二丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     番１号 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388747-00152 福山歯科医院 〒563-0364 0727(34)2690福山　雅之 福山　雅之 平 3. 8. 1歯   診療所
     豊能郡能勢町平野２７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388847-00186 柏木歯科医院 〒563-0355 0727-34-3131柏木　英治 柏木　英治 平 6. 9. 1歯   小歯 診療所
     豊能郡能勢町下田１２４番１号Ｒ常　勤:    1 新規 現存
     ＆Ｅビル２階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388947-00202 医療法人　いわさき歯〒563-0352 072-734-3112医療法人　いわさき歯岩崎　精彦 平 9. 1. 1歯   小歯 診療所
     科 豊能郡能勢町大里７７７番地２ 常　勤:    1科　理事長　岩崎　精 組織変更 現存
     (歯       1)彦 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389047-00210 医療法人澄和会　加藤〒563-0104 0727-38-4011医療法人　澄和会　加加藤　隆志 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 豊能郡豊能町光風台五丁目３２０常　勤:    1藤歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     番７８号 (歯       1)加藤　隆志 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389147-00228 氷見歯科医院 〒563-0104 072-738-0101氷見　彰敏 氷見　彰敏 平12. 4. 1歯   診療所
     豊能郡豊能町光風台一丁目５番６常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389247-00277 小原歯科クリニック 〒563-0103 072-738-8217小原　正之 小原　正之 平21. 9. 1歯   小歯 診療所
     豊能郡豊能町東ときわ台九丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番３号 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389347-00293 おおたわ歯科 〒563-0104 072-733-2626大多和　 大多和　 平26. 6. 1歯   診療所
     豊能郡豊能町光風台二丁目２０番常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389447-00301 和田歯科医院 〒563-0214 072-732-2005医療法人誠心会　理事山田　晴久 平29. 3. 1歯   診療所
     豊能郡豊能町希望ケ丘五丁目２番常　勤:    1長　和田　史朗 組織変更 現存
     地の６ (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389547-00319 ゆかりデンタルクリニ〒563-0102 072-738-0171植木　ゆかり 植木　ゆかり 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 豊能郡豊能町ときわ台１丁目１１常　勤:    1 組織変更 現存
     番地の１３ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 389648-00382 後藤歯科医院 〒580-0043 0723-35-1418後藤　昭彦 後藤　昭彦 昭51.10. 1歯   診療所
     松原市阿保一丁目３番１２号塩野常　勤:    1 現存
     ビル３階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389748-00457 西本歯科医院 〒580-0016 0723(34)2100西本　正純 西本　正純 昭54. 8. 1歯   診療所
     松原市上田五丁目１１－１　西本常　勤:    1 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389848-00481 古橋歯科医院 〒580-0021 0723-36-6220古橋　達 古橋　達 昭56. 1. 1歯   診療所
     松原市高見の里四丁目１４番１６常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389948-00507 ふくもと歯科 〒580-0021 0723-34-7618福本　明治 福本　明治 昭56. 4. 1歯   診療所
     松原市高見の里二丁目２０番８号常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390048-00523 奥野歯科医院 〒580-0033 0723-36-1823奥野　誠 奥野　誠 昭56. 5. 1歯   診療所
     松原市天美南一丁目９８番２５号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390148-00556 寺下歯科 〒580-0014 0723(34)0811寺下　邦彦 寺下　邦彦 昭57. 5. 1歯   診療所
     松原市岡７－１９１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390248-00564 辻本歯科医院 〒580-0034 0723(36)8564辻本　博一 辻本　博一 昭57. 5. 1歯   診療所
     松原市天美西１－４－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390348-00572 弓立歯科医院 〒580-0043 0723(33)1313弓立　亮 弓立　亮 昭57. 9. 1歯   診療所
     松原市阿保３－１６－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390448-00580 下野歯科医院 〒580-0033 0723-32-0418下野　武嗣 下野　武嗣 昭57.11. 1歯   診療所
     松原市天美南五丁目２番２号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390548-00630 松川歯科医院 〒580-0021 0723-33-2418松川　信夫 松川　信夫 昭59. 6. 1歯   診療所
     松原市高見の里五丁目４５５番地常　勤:    1 現存
     の４ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 390648-00655 林歯科 〒580-0026 0723-33-3585林　譲治 林　譲治 昭59.11. 1歯   診療所
     松原市天美我堂一丁目７番地　ア常　勤:    1 現存
     サヒプラザ松原Ｆ棟２０１号 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390748-00721 岡田歯科医院 〒580-0014 0723-32-6474岡田　清治 岡田　清治 昭61. 6. 1歯   診療所
     松原市岡二丁目５番２号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390848-00747 枝川歯科医院 〒580-0044 0723-36-7272枝川　望 枝川　望 昭61.10. 1歯   診療所
     松原市田井城二丁目２番２号サン常　勤:    2 現存
     シティ松原１階 (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390948-00788 隅野歯科 〒580-0032 072-331-3031隅野　一郎 隅野　一郎 昭62. 6. 1歯   診療所
     松原市天美東八丁目１番９号清月常　勤:    1 現存
     ビル２階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391048-00804 谷下歯科医院 〒580-0025 0723(31)8964谷下　人六 谷下　人六 昭63. 4. 1歯   診療所
     松原市北新町６－１５８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391148-00812 塩井歯科医院 〒580-0032 0723(36)2224塩井　孝 塩井　孝 昭64. 1. 1歯   診療所
     松原市天美東七丁目１２番１８号常　勤:    1 現存
     ジョイフル２１　２階２０１号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391248-00838 医療法人　宇野歯科医〒580-0015 072-333-5584医療法人宇野歯科医院宇野　一雄 昭64. 1. 1歯   診療所
     院 松原市新堂三丁目４番１０号 常　勤:    2　理事長　宇野　一雄 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391348-00853 医療法人　上田にしも〒580-0016 0723-36-1887医療法人　上田にしも西本　桂三 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     と歯科医院 松原市上田六丁目７番２６号 常　勤:    2と歯科医院　理事長　 現存
     (歯       2)西本　桂三 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391448-00887 大塚歯科 〒580-0034 0723-30-3203大塚　潔 大塚　潔 平 2. 1. 1歯   診療所
     松原市天美西三丁目２番２４号 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391548-00911 髙田歯科医院 〒580-0016 0723-32-1484髙田　優 髙田　優 平 2. 4. 1歯   診療所
     松原市上田三丁目３番１１号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391648-00945 柴田歯科医院 〒580-0034 0723-34-3366柴田　勝久 柴田　勝久 平 4. 1. 1歯   診療所
     松原市天美西一丁目１６番９号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
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 391748-01018 松永歯科医院 〒580-0014 0723-37-1818松永　孝義 松永　孝義 平 5. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     松原市岡三丁目８番３号 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391848-01075 堀内歯科医院 〒580-0046 0723-35-8824堀内　嘉幸 堀内　嘉幸 平 7. 3. 1歯   診療所
     松原市三宅中三丁目１０番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391948-01083 さつき歯科 〒580-0024 0723-35-8241藤井　佐都樹 藤井　佐都樹 平 7. 5. 1歯   小歯 診療所
     松原市東新町三丁目５番１７－１常　勤:    1 新規 現存
     １１号松原アーバンコンフォート(歯       1) 平28. 5. 1
     １階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392048-01117 タニ歯科医院 〒580-0016 0723-30-8041谷　泰一郎 谷　泰一郎 平 8. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松原市上田三丁目１番１３号サン常　勤:    1 新規 現存
     ライズビル３階 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392148-01158 わたなべ歯科 〒580-0026 0723-30-0822渡邊　義介 渡邊　義介 平 8.12. 1歯   小歯 診療所
     松原市天美我堂二丁目３８９番地常　勤:    1 新規 現存
     の２ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392248-01174 のだ歯科 〒580-0016 0723-34-6474野田　和宏 野田　和宏 平 9. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     松原市上田１丁目４番９号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392348-01182 カワムラ歯科診療所 〒580-0042 0723-36-6480河村　忠成 河村　忠成 平 9. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松原市松ケ丘一丁目６－１５ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392448-01208 早川歯科医院 〒580-0003 0723-32-3660早川　裕人 早川　裕人 平10.10. 1歯   診療所
     松原市一津屋町四丁目３番２１号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392548-01224 医療法人友和会　しげ〒580-0043 0723-33-4618医療法人友和会しげた重田　浩 平11. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     た歯科・矯正歯科医院松原市阿保三丁目５番２１号ＭＣ常　勤:    2歯科・矯正歯科医院　 組織変更 現存
     ビル１階 (歯       2)理事長　重田　浩 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392648-01232 しょうはら歯科医院 〒580-0022 0723-36-8841匠原　悦雄 匠原　悦雄 平11. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     松原市河合二丁目２番１号リバー常　勤:    1 新規 現存
     サイドエクセル１階 (歯       1) 平29. 3. 1
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 392748-01265 まんもと歯科医院 〒580-0021 072-337-0015萬本　勝博 萬本　勝博 平14. 8. 1歯   診療所
     松原市高見の里一丁目１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392848-01281 医療法人　藤田歯科医〒580-0024 0723-32-0858医療法人　藤田歯科医藤田　規正 平15. 2. 1歯   診療所
     院 松原市東新町三丁目６番１８号 常　勤:    2院　理事長　藤田　規 移転 現存
     (歯       2)正 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392948-01299 ジョイファミリー歯科〒580-0016 072-337-8855大土　努 大土　努 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     大土 松原市上田二丁目５番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393048-01315 医療法人松原会　香川〒580-0014 072-334-5522医療法人松原会　理事岸槌　史朗 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     松原歯科医院 松原市岡四丁目２番３０号　１階常　勤:    1長　香川　芳江 移転 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393148-01331 鶴谷歯科医院 〒580-0023 072-334-9924髙橋　浩子 髙橋　浩子 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     松原市南新町一丁目１２番２９号常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393248-01356 松谷歯科医院 〒580-0021 072-334-6480松谷　善雄 松谷　善雄 平17. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     松原市高見の里一丁目１５番５号常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393348-01364 はやしもと歯科医院 〒580-0043 072-332-8041林本　唯 林本　唯 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     松原市阿保三丁目５番２５号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393448-01372 すが歯科医院 〒580-0033 072-338-4618菅　人志 菅　人志 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     松原市天美南五丁目２０番３０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393548-01398 池田歯科医院 〒580-0016 072-331-7310池田　賀剛 池田　賀剛 平18. 2.11歯   小歯 診療所
     松原市上田五丁目９番２２号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 2.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393648-01414 芝野歯科医院 〒580-0033 072-333-9792芝野　雅一 芝野　雅一 平18.11. 1歯   小歯 診療所
     松原市天美南五丁目１８番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
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 393748-01422 いけおか歯科医院 〒580-0016 072-321-2010池岡　岳 池岡　岳 平19. 7. 1歯   小歯 診療所
     松原市上田五丁目１１番３４号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393848-01430 医療法人　伊藤歯科医〒580-0015 072-331-2828医療法人伊藤歯科医院伊藤　雅仁 平19. 6. 1歯   診療所
     院 松原市新堂四丁目３８番２ 常　勤:    2　理事長　伊藤　雅仁 組織変更 現存
     (歯       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393948-01448 医療法人　今岡歯科 〒580-0032 072-337-1717医療法人今岡歯科　理 岡　工 平19. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     松原市天美東七丁目７番７号 常　勤:    1事長　今岡　工 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394048-01455 くすのき歯科医院 〒580-0017 072-338-8828楠　良子 楠　良子 平20. 2. 1歯   小歯 診療所
     松原市柴垣二丁目５番３１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394148-01463 医療法人　杉本デンタ〒580-0016 072-333-4184医療法人杉本デンタル杉本　淳 平20. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ルクリニック 松原市上田六丁目１番３号サン・常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ルミエール１階 (歯       1)杉本　淳 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394248-01471 小渕歯科医院 〒580-0021 0723-35-6644小渕　富美子 小渕　富美子 平21. 1.15歯   小歯 診療所
     松原市高見の里四丁目２番１９号常　勤:    1 継承 現存
     ＰＡＬ．ＳＨビル２階 (歯       1) 平27. 1.15
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394348-01489 横内歯科医院 〒580-0016 072-336-8241横内　まゆみ 横内　まゆみ 平21. 5. 1歯   小歯 診療所
     松原市上田四丁目４番１号アルコ常　勤:    1 移転 現存
     ート松原１０２号室 (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394448-01505 シモムラ歯科医院 〒580-0013 072-335-3457下村　康雄 下村　康雄 平21.11. 1歯   診療所
     松原市丹南四丁目１１７番地８３常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394548-01539 中辻歯科医院 〒580-0032 072-333-6060中辻　勇志 中辻　勇志 平22.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     松原市天美東七丁目３番４号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 394648-01547 いなだ歯科 〒580-0046 072-338-5489稲田　展久 稲田　展久 平23. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     松原市三宅中１丁目２番２５号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394748-01554 ふじい歯科クリニック〒580-0016 072-338-8114藤井　敏宏 藤井　敏宏 平23.11. 1歯   小歯 診療所
     松原市上田１丁目７番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394848-01562 医療法人　有里会　中〒580-0026 072-333-3334医療法人　有里会　理中村　俊崇 平25. 1. 1歯   小歯 診療所
     村デンタルクリニック松原市天美我堂４丁目６番２６号常　勤:    3事長　中村　俊崇 組織変更 現存
     (歯       3) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394948-01570 ひがしの歯科医院 〒580-0026 072-331-8020東野　嘉文 東野　嘉文 平25. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     松原市天美我堂１丁目７１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395048-01596 医療法人清誠　清誠歯〒580-0044 072-349-1515医療法人　清誠　理事岩本　文哉 平25.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     科 松原市田井城一丁目１番１号 常　勤:    2長　林　清誠 新規 現存
     (歯       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395148-01604 島田歯科診療所 〒580-0042 072-335-2070島田　光人 島田　光人 平26. 1. 6歯   小歯 診療所
     松原市松ケ丘１－３３６ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平26. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395248-01612 福田歯科 〒580-0003 072-337-0012福田　哲巳 福田　哲巳 平26. 8. 1歯   診療所
     松原市一津屋４丁目５番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395348-01620 わだ歯科クリニック 〒580-0024 072-349-2288和田　卓也 和田　卓也 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     松原市東新町４丁目１３番１７号常　勤:    1 新規 現存
     北野ビル１階 (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395448-01646 医療法人櫻陽会　たな〒580-0033 072-333-8241医療法人櫻陽会　理事田中　麻紀 平27. 7. 1歯   小歯 診療所
     か歯科クリニック 松原市天美南２丁目１９７番地の常　勤:    1長　田中　麻紀 組織変更 現存
     ５号 (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395548-01661 とも歯科クリニック 〒580-0033 072-338-2244久保　知一 久保　知一 平27.11.10歯   小歯 歯外診療所
     松原市天美南３丁目１５番５７号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 395648-01687 Ｆ・グリーンデンタル〒580-0016 072-349-4925東野　信男 東野　信男 平28. 6. 1歯   歯外 診療所
     クリニック 松原市上田三丁目６番１号ゆめニ常　勤:    1 継承 現存
     ティまつばら２階 (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395748-01695 医療法人相志和診会　〒580-0016 072-333-2475医療法人相志和診会　青木　久美子 平30. 3. 1歯   歯外 診療所
     岩間歯科　松原診療所松原市上田三丁目８番２２号 常　勤:    1理事長　岩間　總一郎 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395848-01703 かねだ歯科クリニック〒580-0032 072-337-5588金田　勝信 金田　勝信 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     松原市天美東７丁目１０番２０号常　勤:    1 新規 現存
     ロイヤルパレ天美１階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395949-00273 たき歯科医院 〒584-0032 0721-24-6241瀧　成和 瀧　成和 昭50. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     富田林市常盤町１５番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396049-00323 タキゼン歯科 〒584-0074 0721(28)3011瀧　善啓 瀧　善啓 昭54.12. 1歯   診療所
     富田林市久野喜台二丁目１９番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396149-00356 塔本歯科 〒584-0068 0721-25-8721塔本　和夫 塔本　和夫 昭56. 1. 1歯   診療所
     富田林市錦織中二丁目２番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396249-00372 広谷歯科医院 〒584-0033 0721-25-2528広谷　勝 広谷　勝 昭56. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     富田林市富田林町３１番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396349-00430 村本歯科医院 〒584-0093 0721(25)8141村本　定雄 村本　定雄 昭57. 5. 1歯   小歯 診療所
     富田林市本町１６－１５　アーデ常　勤:    1 新規 現存
     ントハウス２階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396449-00455 錦歯科医院 〒584-0036 0721-25-8488錦　成和 錦　成和 昭57.10. 1歯   診療所
     富田林市甲田三丁目４番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 396549-00489 内田歯科医院 〒584-0006 0721-24-5200内田　有二 内田　有二 昭58.12. 1歯   診療所
     富田林市旭ケ丘町１４番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396649-00497 浦田歯科医院 〒584-0036 0721-25-2381浦田　千里 浦田　千里 昭59. 1. 1歯   診療所
     富田林市甲田四丁目１－３勝山ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396749-00521 木下歯科医院 〒584-0062 0721-52-6477木下　栄二 木下　栄二 昭60.11. 1歯   小歯 診療所
     富田林市須賀三丁目５番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396849-00604 梅ノ里内田歯科クリニ〒584-0001 0721-24-5353内田　実 内田　実 平元. 2. 1歯   診療所
     ック 富田林市梅の里三丁目２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396949-00661 医療法人　五月会　香〒584-0071 0721(28)4533医療法人　五月会　理鋸谷　一威 平 3. 2. 1歯   小歯 診療所
     川藤沢台歯科医院 富田林市藤沢台３－２－２７ 常　勤:    2事長　香川　芳江 新規 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397049-00679 来司歯科医院 〒584-0071 0721-29-1487来司　修 来司　修 平 3. 1. 1歯   小歯 診療所
     富田林市藤沢台三丁目１番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397149-00695 住岡歯科医院 〒584-0083 0721(28)4188住岡　睦英 住岡　睦英 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     富田林市小金台２－２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397249-00711 桐村歯科クリニック 〒584-0073 0721(28)6362桐村　昌仁 桐村　昌仁 平 3. 7. 1歯   診療所
     富田林市寺池台１－９－４ファミ常　勤:    1 新規 現存
     ール金剛ヒルズ・ソシエテ１０７(歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397349-00729 医療法人　山元歯科医〒584-0074 0721(28)5584医療法人　山元歯科医山元　欣司 平 3. 7. 1矯歯 歯   小歯診療所
     院 富田林市久野喜台１－２２－１２常　勤:    1院　理事長　山元　欣 組織変更 　 現存
     (歯       1)司 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397449-00737 松島歯科医院 〒584-0071 0721-28-7000松島　賢一 松島　賢一 平 3.11. 1歯   小歯 診療所
     富田林市藤沢台六丁目１番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397549-00794 医療法人　竹中歯科医〒584-0005 0721-25-8241医療法人　竹中歯科医竹中　一直 平 5. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 富田林市喜志町５－９３２喜志エ常　勤:    1院　理事長　竹中　一 組織変更 現存
     イトビル３階 (歯       1)直 平29. 1. 1
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 397649-00802 梅野歯科医院 〒584-0025 0721-23-6357梅野　和夫 梅野　和夫 平 5. 4. 6歯   診療所
     富田林市若松町西１－１８３８ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397749-00810 医療法人　中村歯科医〒584-0073 0721-29-1755医療法人　中村歯科医中村　新太郎 平 5. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 富田林市寺池台一丁目１０番１９常　勤:    1院　理事長　中村　新 現存
     号 (歯       1)太郎 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397849-00836 ながつま歯科クリニッ〒584-0032 0721-23-5416長妻　満 長妻　満 平 6. 1. 1歯   小歯 診療所
     ク 富田林市常盤町１番８号富田林セ常　勤:    1 新規 現存
     ンタービル２階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397949-00851 阿部歯科医院 〒584-0074 0721-28-3030阿部　秀生 阿部　秀生 平 6. 9. 1歯   診療所
     富田林市久野喜台二丁目１８番１常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398049-00869 綿谷歯科クリニック 〒584-0005 0721-24-6400綿谷　和也 綿谷　和也 平 7. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     富田林市喜志町三丁目６番２３号常　勤:    2 新規 現存
     アルファビル１階 (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398149-00919 こすぎ歯科医院 〒584-0082 0721-28-7899小杉　博基 小杉　博基 平 7.10. 1歯   小歯 診療所
     富田林市向陽台三丁目１番１号エ常　勤:    2 新規 現存
     コールロゼ２階 (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398249-00927 のぞみ歯科医院 〒584-0024 0721-23-4180岩城　望 岩城　望 平 7.10.25歯   小歯 診療所
     富田林市若松町二丁目１番１０号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28.10.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398349-00943 喜志診療所歯科 〒584-0005 0721-26-3851奥山　滿利 奥山　滿利 平 8. 5.15歯   小歯 診療所
     富田林市喜志町三丁目７番３８号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398449-00950 医療法人　陸野歯科医〒584-0062 0721-28-0118医療法人　陸野歯科医陸野　隆弘 平 8. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 富田林市須賀二丁目２３番１５号常　勤:    1院　理事長　陸野　 組織変更 現存
     (歯       1)弘 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 398549-00976 医療法人大樹会　こん〒584-0073 0721-29-2881医療法人　大樹会　理春次　賢太朗 平 9. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ごう歯科 富田林市寺池台一丁目１１番１号常　勤:    2事長　春次　賢太朗 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398649-00992 医療法人いなほ会　く〒584-0045 0721-24-8211医療法人いなほ会くま熊﨑　眞義 平10. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     まざき歯科山中田診療富田林市山中田町一丁目１５番２常　勤:    4ざき歯科　理事長　熊 組織変更 現存
     所 ０号 (歯       4)﨑　眞義 平28. 1. 1
     非常勤:   32
     (歯      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398749-01008 医療法人恒仁会　とい〒584-0086 0721-28-2864医療法人恒仁会　とい渡井口　賢一 平10. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ぐち歯科医院 富田林市津々山台二丁目８番１１常　勤:    2ぐち歯科医院　理事長 組織変更 歯外 現存
     号 (歯       2)　渡井口　賢一 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398849-01016 医療法人成仁会　藤沢〒584-0071 0721-29-4181医療法人成仁会　藤沢山本　敦彦 平10. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     台山本歯科 富田林市藤沢台五丁目４番１６号常　勤:    2台山本歯科　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)山本　敦彦 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398949-01032 くまざき歯科滝谷不動〒584-0069 0721-24-8241熊﨑　代志子 熊﨑　代志子 平11. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     診療所 富田林市錦織東二丁目１９番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399049-01040 松田歯科医院 〒584-0073 0721-28-5517松田　弘 松田　弘 平12. 7. 1歯   診療所
     富田林市寺池台二丁目１３番１号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399149-01057 医療法人桜会　勝山歯〒584-0043 0721-25-4118医療法人桜会勝山歯科勝山　健一 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     科 富田林市南大伴町一丁目５番３４常　勤:    1　理事長　勝山　健一 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399249-01073 光山歯科医院 〒584-0067 0721-25-1206光山　誠 光山　誠 平13. 6. 1歯   診療所
     富田林市錦織南二丁目２５番８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 399349-01099 医療法人　みやび歯科〒584-0082 0721-29-2788医療法人　みやび歯科山本　雅也 平13. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     医院 富田林市向陽台一丁目３番１６号常　勤:    1医院　理事長　山本　 組織変更 現存
     (歯       1)雅也 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399449-01115 ふくしま歯科 〒584-0074 0721-28-7100福嶋　文二 福嶋　文二 平13.10. 1歯   診療所
     富田林市久野喜台二丁目１０番２常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399549-01123 きむら歯科医院 〒584-0072 0721-40-1232木村　裕樹 木村　裕樹 平14. 1. 1歯   診療所
     富田林市高辺台一丁目７番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399649-01149 津田歯科医院 〒584-0025 0721-23-8618津田　順平 津田　順平 平15. 1. 1歯   小歯 診療所
     富田林市若松町西三丁目１４２７常　勤:    1 新規 現存
     番６号 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399749-01156 あらき歯科医院 〒584-0086 0721-40-4184荒木　啓伸 荒木　啓伸 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     富田林市津々山台一丁目２番２４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399849-01164 真田歯科医院 〒584-0067 0721-24-5141宋　連玉 宋　連玉 平15. 8. 1歯   小歯 診療所
     富田林市錦織南一丁目３番２号森常　勤:    1 新規 現存
     井ビル２階 (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399949-01180 中田歯科医院 〒584-0073 0721-40-0701中田　聡 中田　聡 平16. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     富田林市寺池台三丁目２２番３９常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400049-01198 山本歯科診療所 〒584-0005 0721-23-6356山本　明義 山本　明義 平16. 6. 1歯   小歯 診療所
     富田林市喜志町三丁目６番３０号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400149-01214 医療法人愛聖会　山本〒584-0049 0721-35-7676医療法人愛聖会　理事南雲　満壽子 平17. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科医院 富田林市川向町７番３１号 常　勤:    2長　南雲　満壽子 移転 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400249-01222 後藤歯科医院 〒584-0005 0721-24-1047後藤　裕司 後藤　裕司 平19. 1. 1歯   診療所
     富田林市喜志町四丁目１０番３０常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 400349-01230 医療法人いなほ会　く〒584-0025 0721-23-8841医療法人いなほ会　く淡口　孝夫 平19. 7.15歯   小歯 歯外診療所
     まざき歯科昭和町診療富田林市若松町西一丁目１８９３常　勤:    3まざき歯科　理事長　 移転 現存
     所 番地の１グレイコートヤマモト１(歯       3)熊﨑　眞義 平25. 7.15
     階 非常勤:   33
     (歯      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400449-01263 鵜飼歯科医院 〒584-0074 0721-65-8211鵜飼　一郎 鵜飼　一郎 平20. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     富田林市久野喜台一丁目１７番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400549-01289 もとやま歯科クリニッ〒584-0073 0721-28-3006本山　正治 本山　正治 平20.12. 1歯   小歯 診療所
     ク 富田林市寺池台二丁目４－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400649-01297 医療法人明新会　かと〒584-0093 0721-20-1000医療法人明新会　理事加藤　通子 平21. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     う歯科医院 富田林市本町４番１７号 常　勤:    2長　加藤　通子 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400749-01313 にしむらデンタルクリ〒584-0093 0721-23-2121西村　知佐子 西村　知佐子 平21.11. 1歯   小歯 診療所
     ニック 富田林市本町２０番２５号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400849-01321 やまぎわ歯科 〒584-0086 0721-29-3556伊藤　光子 伊藤　光子 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     富田林市津々山台五丁目５番５号常　勤:    1 新規 現存
     ＹＳビル１階 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400949-01347 医療法人　うねおか歯〒584-0071 0721-29-4184医療法人うねおか歯科宇根岡　大典 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     科クリニック 富田林市藤沢台一丁目４番２９号常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)宇根岡　大典 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401049-01354 神田歯科医院 〒584-0093 0721-24-7600神田　崇 神田　崇 平25. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     富田林市本町１４－１４ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401149-01362 しぶたにファミリー歯〒584-0005 0721-55-4618澁谷　公平 澁谷　公平 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     科 富田林市喜志町３丁目５番１６号常　勤:    1 新規 現存
     チェルブ１Ｆ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 401249-01370 森田歯科クリニック 〒584-0037 0721-25-4008森田　幸介 森田　幸介 平27. 4. 1歯   小歯 診療所
     富田林市宮甲田町１番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401349-01388 医療法人優祉会　せき〒584-0083 0721-40-1182医療法人優祉会　理事関谷　健祐 平27.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     やデンタルクリニック富田林市小金台２丁目１番３３号常　勤:    1長　坂本　吉史 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401449-01396 医療法人　藤代歯科 〒584-0036 0721-24-2117医療法人藤代歯科　理藤代　典久 平28.10.15歯   小歯 歯外診療所
     富田林市甲田二丁目１９番３３号常　勤:    2事長　藤代　典久 移転 現存
     (歯       2) 平28.10.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401549-01404 小川山本歯科 〒584-0006 0721-23-2853小川　大樹 小川　大樹 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     富田林市旭ケ丘町６番１７号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401649-01412 医療法人純秀会　下野〒584-0025 0721-25-0648医療法人純秀会　理事下野　純司 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 富田林市若松町西一丁目１８７４常　勤:    2長　下野　純司 組織変更 現存
     番地１寺田ビル１号館２階 (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401750-00164 加藤歯科医院 〒577-0842 06-6721-6493加藤　邦雄 加藤　邦雄 昭32.10. 1歯   診療所
     東大阪市足代南二丁目３番１５号常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401850-00453 岩堀歯科医院 〒577-0822 06-6728-7598岩堀　正昭 岩堀　正昭 昭37. 8. 1歯   診療所
     東大阪市源氏ケ丘１番２７号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401950-00636 龍田歯科医院 〒577-0816 06-6722-3328龍田　吉弘 龍田　吉弘 昭38. 6. 1歯   診療所
     東大阪市友井二丁目１３番１９号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402050-00719 山之内歯科医院 〒577-0826 06-6728-8800山之内　克也 山之内　克也 昭40.11. 1歯   診療所
     東大阪市大蓮北二丁目６番９号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
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 402150-01311 中沢歯科クリニック 〒577-0066 06-6781-5658中澤　昭夫 中澤　昭夫 昭42.10. 1歯   歯外 矯歯診療所
     東大阪市高井田本通７－４－１４常　勤:    2 小歯 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402250-01386 塚本歯科医院 〒577-0055 06-6783-3312塚本　宗泰 塚本　宗泰 昭44. 1. 1歯   診療所
     東大阪市長栄寺２１番３号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402350-01659 肥田歯科医院 〒577-0837 06-6729-0122肥田　聰 肥田　聰 昭47. 3. 1歯   診療所
     東大阪市寿町三丁目１８番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402450-01675 光歯科医院 〒577-0822 06-6728-4954光　司郎 光　司郎 昭47. 4. 1歯   診療所
     東大阪市源氏ケ丘１４番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402550-01741 菰池歯科診療所 〒577-0801 06-6789-5680菰池　幸雄 菰池　幸雄 昭48. 9. 1歯   診療所
     東大阪市小阪三丁目２番２９号城常　勤:    1 現存
     戸八戸の里駅前ビル２Ｃ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402650-01915 畑間歯科医院 〒577-0821 06-6720-1348畑間　康夫 畑間　康夫 昭50. 5. 1歯   診療所
     東大阪市吉松二丁目１０番７号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402750-01998 本多歯科医院 〒577-0802 06-6721-1843本多　正明 本多　正明 昭51. 1. 1歯   診療所
     東大阪市小阪本町一丁目８番３号常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402850-02012 加藤歯科医院 〒577-0807 06-6725-4188加藤　淳治 加藤　淳治 昭51. 7. 1歯   診療所
     東大阪市菱屋西３－１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402950-02020 奥谷歯科医院 〒577-0841 06-6720-4853奥谷　周造 奥谷　周造 昭51. 8. 1歯   診療所
     東大阪市足代３丁目４－４　川口常　勤:    1 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403050-02053 今井歯科医院 〒578-0973 0729-63-3422今井　徳子 今井　徳子 昭52. 3. 1歯   診療所
     東大阪市東鴻池町五丁目１番５８常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403150-02079 石堂歯科医院 〒577-0809 06-6724-7087石堂　貴敏 石堂　貴敏 昭52. 5. 1歯   診療所
     東大阪市永和一丁目２６番２０号常　勤:    1 現存
     アクロシャトー２階 (歯       1) 平28. 5. 1
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 403250-02186 肥田歯科医院 〒577-0841 06-6721-0397肥田　正 肥田　正 昭53. 1. 1歯   診療所
     東大阪市足代二丁目６番８号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403350-02319 小泉歯科医院 〒577-0803 06-6721-2144小泉　慶二 小泉　慶二 昭54. 2. 1歯   診療所
     東大阪市下小阪１丁目２３番５号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403450-02343 下池歯科医院 〒577-0057 06-6783-7060下池　敏之 下池　敏之 昭54. 5. 1歯   診療所
     東大阪市足代新町２４－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403550-02418 木全歯科医院 〒577-0837 06-6736-1088木全　彰二 木全　彰二 昭54.10. 1歯   診療所
     東大阪市寿町３－２５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403650-02426 土本歯科 〒579-8027 0729(87)2418土本　正明 土本　正明 昭54.10. 1歯   診療所
     東大阪市東山町１８－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403750-02459 富岡歯科医院 〒577-0807 06-6781-0512富岡　成夫 富岡　成夫 昭55. 1. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市菱屋西五丁目１２番１３常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403850-02467 森田歯科医院 〒577-0027 06-6788-7846森田　隆司 森田　隆司 昭55. 4. 1歯   診療所
     東大阪市新家中町２－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403950-02491 小林歯科医院 〒577-0803 06-6724-1190小林　秀夫 小林　秀夫 昭55. 4. 1歯   診療所
     東大阪市下小阪５－１－１９　山常　勤:    1 現存
     三エイトビル２Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404050-02566 服部歯科医院 〒578-0933 0729-62-8109服部　栄一 服部　栄一 昭55. 8. 1歯   診療所
     東大阪市玉串元町一丁目１番１０常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404150-02582 布施歯科医院 〒577-0823 06-6721-4661布施　二郎 布施　二郎 昭55. 9. 1歯   診療所
     東大阪市金岡二丁目１６番１５号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404250-02608 田幡歯科医院 〒578-0942 06-6724-2021田幡　純 田幡　純 昭55.11. 1歯   診療所
     東大阪市若江本町一丁目１番３５常　勤:    1 現存
     号ハイマート若江１０３ (歯       1) 平28.11. 1
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 404350-02665 三田歯科医院 〒577-0033 06-6788-2330三田　茂 三田　茂 昭56. 3. 1歯   診療所
     東大阪市御厨東二丁目１０番２１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404450-02673 鈴木歯科 〒577-0045 06-6787-3455鈴木　憲一 鈴木　憲一 昭56. 4. 1歯   診療所
     東大阪市西堤本通東一丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     号大発ビル１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404550-02681 青木歯科 〒578-0976 06-6746-1948青木　裕 青木　裕 昭56. 5. 1歯   診療所
     東大阪市西鴻池町二丁目４番２０常　勤:    2 現存
     号 (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404650-02715 医療法人白鵬会　阪本〒577-0001 06-6744-1300医療法人白鵬会　理事阪本　貴司 昭56. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科矯正歯科徳庵駅前東大阪市徳庵本町１番１２号 常　勤:    2長　阪本　貴司 矯歯 現存
     診療所 (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404750-02731 水野歯科医院 〒577-0801 06-6788-0666水野　順 水野　順 昭56. 9. 1歯   診療所
     東大阪市小阪三丁目４番５１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404850-02749 小笹歯科医院 〒577-0802 06-6721-1765小笹　憲雄 小笹　憲雄 昭56. 9. 1歯   診療所
     東大阪市小阪本町一丁目９番２４常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404950-02756 小阪奥田歯科医院 〒577-0802 06-6724-4406奥田　昌義 奥田　昌義 昭56.10. 1歯   診療所
     東大阪市小阪本町一丁目２番８－常　勤:    1 現存
     ４００小阪ビル４階 (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405050-02764 金子若江岩田歯科 〒578-0946 072-963-0888金子　敦美 金子　敦美 昭57. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     東大阪市瓜生堂一丁目３番６号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405150-02780 藤井歯科医院 〒577-0814 06-6724-2200藤井　康弘 藤井　康弘 昭57. 2. 1歯   診療所
     東大阪市南上小阪１０－１８　武常　勤:    1 現存
     村ハイツ１Ｆ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 405250-02798 内田歯科医院 〒577-0809 06-6721-9077内田　博行 内田　博行 昭57. 2. 1歯   診療所
     東大阪市永和２－２４－１７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405350-02806 松田歯科医院 〒578-0946 072-964-0331松田　千枝 松田　千枝 昭57. 4. 1歯   診療所
     東大阪市瓜生堂１－５－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405450-02814 デンタルクリニック　〒577-0066 06-6781-2864岡本　隆士 岡本　隆士 昭57. 3. 1歯   診療所
     岡本歯科医院 東大阪市高井田本通７丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405550-02822 貴島歯科 〒579-8046 072-985-3981貴島　正彦 貴島　正彦 昭57. 5. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市昭和町４－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405650-02848 坂下歯科医院 〒577-0817 06-6723-4377坂下　譲 坂下　譲 昭57. 5. 1歯   診療所
     東大阪市近江堂３－１４－１０ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405750-02855 伊藤歯科医院 〒578-0961 06-6744-1417伊藤　真志 伊藤　真志 昭57. 5. 1歯   診療所
     東大阪市南鴻池町２－７－２３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405850-02871 小山内歯科医院 〒577-0803 06-6721-5274小山内　惺 小山内　惺 昭57. 7.23歯   小歯 診療所
     東大阪市下小阪３－４－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405950-02889 ヒロタ歯科医院 〒578-0946 0729(65)4541広田　富雄 広田　富雄 昭57.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東大阪市瓜生堂１－９－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406050-02913 岩本歯科医院 〒579-8013 0729-87-0808岩本　圭司 岩本　圭司 昭57.10. 1歯   診療所
     東大阪市西石切町三丁目４番２７常　勤:    1 現存
     号英和ビル２階２０３ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406150-02996 鈴木歯科医院 〒577-0054 06-6781-8241鈴木　康之 鈴木　康之 昭58. 5. 1歯   診療所
     東大阪市高井田元町二丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     １４号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 406250-03010 今井歯科医院 〒578-0924 0729(61)0780今井　直己 今井　直己 昭58. 4. 1歯   診療所
     東大阪市吉田六丁目２番４５号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406350-03044 松前歯科医院 〒578-0924 0729-64-5605松前　文章 松前　文章 昭58. 8. 1歯   診療所
     東大阪市吉田四丁目２番２２号田常　勤:    1 現存
     上ロイヤルシャトー１階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406450-03093 近江歯科医院 〒579-8065 0729-87-8199近江　俊夫 近江　俊夫 昭58.11. 1歯   診療所
     東大阪市新池島町二丁目２１番１常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406550-03101 伊藤歯科医院 〒577-0804 06-6724-7138伊藤　公一 伊藤　公一 昭58.11. 1歯   診療所
     東大阪市中小阪一丁目２番１号 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406650-03119 太田歯科医院 〒577-0809 06-6721-0069太田　謙司 太田　謙司 昭58.11. 1歯   診療所
     東大阪市永和三丁目１３番１８号常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406750-03127 福田歯科 〒577-0826 06-6727-8544福田　元嗣 福田　元嗣 昭59. 1. 1歯   診療所
     東大阪市大蓮北三丁目７番２３号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406850-03143 金子新池島歯科医院 〒579-8065 0729-87-2334金子　眞二 金子　眞二 昭59. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市新池島町二丁目７番２９常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406950-03176 木田歯科医院 〒577-0817 06-6721-3760木田　友信 木田　友信 昭59. 5. 1歯   診療所
     東大阪市近江堂一丁目６番３３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407050-03200 清水歯科医院 〒577-0808 06-6725-5100清水　隆行 清水　隆行 昭59. 7. 1歯   診療所
     東大阪市横沼町一丁目１３番１６常　勤:    1 新規 現存
     号コーポ中西３号１階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407150-03226 太田歯科医院 〒579-8051 0729-81-4728太田　正孝 太田　正孝 昭59. 9. 1歯   診療所
     東大阪市瓢箪山町一丁目１９番地常　勤:    1 現存
     西田マンション１階 (歯       1) 平29. 9. 1
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 407250-03242 寺坂歯科医院 〒577-0821 06-6720-2874寺坂　章 寺坂　章 昭59. 9. 1歯   診療所
     東大阪市吉松一丁目１１番１１号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407350-03259 原田歯科 〒579-8045 0729-82-1203原田　善彦 原田　善彦 昭60. 1. 1歯   診療所
     東大阪市本町７番１２号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407450-03283 栗山歯科医院 〒577-0827 06-6720-0558栗山　幸児 栗山　幸児 昭60. 3. 1歯   診療所
     東大阪市衣摺４－２３－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407550-03317 伊藤歯科医院 〒577-0057 06-6782-4918伊藤　隆治 伊藤　隆治 昭60. 4. 1歯   診療所
     東大阪市足代新町１６－８メゾン常　勤:    1 新規 現存
     ユウラク１階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407650-03374 平井歯科医院 〒577-0024 06-6789-8100平井　守 平井　守 昭60. 7. 1歯   診療所
     東大阪市荒本西４－３－３０ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407750-03382 西村歯科医院 〒578-0942 06-6724-3838西村　重美 西村　重美 昭60. 9. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市若江本町二丁目５番１０常　勤:    2 現存
     号 (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407850-03408 前田歯科 〒577-0034 06-6782-4182前田　孝一郎 前田　孝一郎 昭60.10. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市御厨南二丁目２番９号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407950-03416 尾崎歯科医院 〒579-8048 0729-81-6474尾崎　全寛 尾崎　全寛 昭60.10. 1歯   診療所
     東大阪市旭町３番１号ウエストサ常　勤:    1 新規 現存
     イド瓢箪山２階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408050-03432 清水歯科 〒578-0982 0729-65-1594清水　克悦 清水　克悦 昭60.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東大阪市吉田本町二丁目５番１０常　勤:    1 新規 歯外 現存
     号 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408150-03457 上田歯科医院 〒577-0061 06-6789-3251上田　康史 上田　康史 昭60.12. 1歯   診療所
     東大阪市森河内西一丁目２６番２常　勤:    1 現存
     ６号森彦マンション１階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408250-03473 奥歯科医院 〒577-0816 06-6724-6480奥　忠之 奥　忠之 昭61. 2. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市友井一丁目４番１２号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
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 408350-03499 クモン歯科医院 〒578-0901 0729-61-6480九門　好彦 九門　好彦 昭61. 6. 1歯   診療所
     東大阪市加納一丁目５番１３号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408450-03507 藤野歯科医院 〒577-0816 06-6725-8041藤野　彰宏 藤野　彰宏 昭61. 6. 1歯   診療所
     東大阪市友井二丁目３番２号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408550-03580 紙谷歯科医院 〒577-0826 06-6727-5140紙谷　章夫 紙谷　章夫 昭61.11. 1歯   診療所
     東大阪市大蓮北一丁目２番１３号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408650-03622 森田歯科医院 〒577-0841 06-6736-0184森田　基次 森田　基次 昭62. 2. 1歯   診療所
     東大阪市足代一丁目１２番２９号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408750-03630 青木歯科医院 〒578-0982 0729-64-8871青木　清高 青木　清高 昭62. 3. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市吉田本町三丁目４番４４常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408850-03655 松村歯科医院 〒579-8031 0729-81-2567松村　正和 松村　正和 昭62. 2.23歯   小歯 診療所
     東大阪市豊浦町１５番１９号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408950-03663 おかもと歯科 〒577-0022 06-6781-6474岡本　仁志 岡本　仁志 昭62. 9. 1歯   診療所
     東大阪市荒本新町４番１３号サン常　勤:    1 現存
     リットビル２階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409050-03671 堀之内歯科医院 〒577-0054 06-6781-6070堀之内　克憲 堀之内　克憲 昭62.10. 1歯   診療所
     東大阪市高井田元町一丁目３番１常　勤:    1 現存
     号渋川ビル２階Ｄ号室 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409150-03705 中田歯科診療所 〒578-0937 072-966-2373中田　晴彦 中田　晴彦 昭62.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東大阪市花園本町二丁目８番２６常　勤:    1 現存
     号中西マンション１階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409250-03739 キムデンタルクリニッ〒577-0004 06-6744-1114ＫＩＭ　ＤＯ　ＹＯＵＫＩＭ　ＤＯ　ＹＯＵ昭62. 2. 1歯   診療所
     ク 東大阪市稲田新町２－２－２９ル常　勤:    1ＮＧ ＮＧ 新規 現存
     ーチェ長田　１Ｆ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409350-03747 松村歯科医院 〒577-0804 06-6721-0118松村　雅人 松村　雅人 昭63. 3. 1歯   診療所
     東大阪市中小阪５－１１－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
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 409450-03812 大山歯科医院 〒577-0843 06-6720-0076大山　 司 大山　 司 昭63. 9. 1歯   診療所
     東大阪市荒川二丁目２４番８号寺常　勤:    1 現存
     沢ビル２階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409550-03887 カワイ歯科医院 〒577-0002 06-6745-9623河合　行雄 河合　行雄 平元. 6. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市稲田上町一丁目１６番１常　勤:    1 現存
     １号河合マンション１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409650-03895 歯科松村クリニック 〒579-8012 0729-87-6480松村　秀之 松村　秀之 平元. 6. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市上石切町一丁目１２番２常　勤:    1 現存
     ９号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409750-03911 医療法人　岩見歯科ク〒577-0817 06-6724-0811医療法人岩見歯科クリ岩見　朗 平元. 7. 1歯   診療所
     リニック 東大阪市近江堂二丁目１０番４９常　勤:    1ニック　理事長　岩見 現存
     号 (歯       1)　朗 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409850-03937 医療法人　渡辺歯科医〒577-0809 06-6725-2120医療法人　渡辺歯科医渡邉　記代 平元. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 東大阪市永和一丁目３番２号 常　勤:    1院　理事長　渡邉　記 歯外 現存
     (歯       1)代 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409950-03945 医療法人　中村歯科 〒578-0948 0729-64-7552医療法人　中村歯科　中村　正之 平元. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市菱屋東二丁目４番２１号常　勤:    2理事長　中村　正之 現存
     相栄ロイヤルビル２階 (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410050-03952 医療法人　山田歯科医〒577-0837 06-6736-3228医療法人　山田歯科医山田　義博 平元. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 東大阪市寿町二丁目２番２号 常　勤:    1院　理事長　山田　義 現存
     (歯       1)博 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410150-03978 石上歯科医院 〒577-0818 06-6727-1717石上　正明 石上　正明 平元. 6.14歯   診療所
     東大阪市小若江一丁目１番１１号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410250-04000 さとう歯科 〒577-0004 06-6745-9662佐藤　直幸 佐藤　直幸 平元.12. 1歯   診療所
     東大阪市稲田新町二丁目２９番１常　勤:    1 現存
     ６号 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410350-04026 たけべ歯科 〒578-0937 0729-66-4469武部　有作 武部　有作 平 2. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東大阪市花園本町一丁目５番１６常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 410450-04042 杉岡歯科医院 〒577-0804 06-6724-8811杉岡　浩一 杉岡　浩一 平 2. 7. 1歯   診療所
     東大阪市中小阪五丁目７番３０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410550-04059 杉原歯科医院 〒577-0806 06-6722-8601杉原　玲子 杉原　玲子 平 2. 5.22歯   診療所
     東大阪市上小阪三丁目１４番２２常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平29. 5.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410650-04075 医療法人　太田歯科医〒579-8051 072-981-4728医療法人　太田歯科医太田　正孝 平 2. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 東大阪市瓢箪山町１番１９号西田常　勤:    1院　理事長　太田　正 現存
     マンション１階 (歯       1)孝 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410750-04091 野村歯科 〒577-0061 06-6781-2751野村　一夫 野村　一夫 平 2. 8. 1歯   診療所
     東大阪市森河内西二丁目３１番１常　勤:    1 現存
     ６号 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410850-04109 秋山歯科医院 〒578-0941 06-6730-1011秋山　良文 秋山　良文 平 2.11. 1歯   診療所
     東大阪市岩田町三丁目２番２７号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410950-04117 平田歯科医院 〒578-0972 06-6745-0118平田　浩司 平田　浩司 平 2.12. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市鴻池町二丁目１番２号平常　勤:    1 新規 現存
     井ビル２階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411050-04125 今井歯科医院 〒577-0809 06-6730-3520今井　意晴 今井　意晴 平 3. 2. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市永和一丁目７番２３号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411150-04133 医療法人翔聖会　翔聖〒579-8058 072-982-6471医療法人翔聖会　理事溝畑　正信 平 3. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     (50-64131 ) クリニック 東大阪市神田町３番１２号 常　勤:    1長　溝畑　正信 組織変更 歯外 内   現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:   10
     (医       5)
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411250-04158 大家歯科医院 〒577-0802 06-6721-1921大家　英信 大家　英信 平 3. 2. 1歯   診療所
     東大阪市小阪本町１－４－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411350-04174 ハート小児歯科 〒579-8013 072-986-1188桑原　康生 桑原　康生 平 3. 4. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     東大阪市西石切町一丁目１１番３常　勤:    3 移転 現存
     ０号新石切駅前ビル３階 (歯       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 411450-04257 城使歯科医院 〒577-0035 06-6784-5581城使　万司 城使　万司 平 3.11. 1歯   診療所
     東大阪市御厨中一丁目１８番３８常　勤:    2 新規 現存
     号大阪ビル１階 (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411550-04265 山本歯科医院 〒577-0807 06-6730-0002山本　漢権 山本　漢権 平 4. 1. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市菱屋西三丁目１番１３号常　勤:    1 現存
     大宝小阪ビル２階２０１号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411650-04315 高田歯科医院 〒577-0809 06-6721-8148高田　富三男 高田　富三男 平 4. 2. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市永和一丁目２６番２２号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411750-04323 六万寺おぐら歯科 〒579-8061 0729-86-4832小倉　敏博 小倉　敏博 平 4. 5. 1歯   診療所
     東大阪市六万寺町三丁目１１番４常　勤:    1 現存
     ５号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411850-04356 医療法人　松井歯科医〒577-0803 06-6725-1825医療法人　松井歯科医松井　久 平 4. 7. 1歯   診療所
     院 東大阪市下小阪五丁目６番５号 常　勤:    1院　理事長　松井　久 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411950-04398 栢原歯科医院 〒577-0054 06-6781-0475栢原　純 栢原　純 平 4.10. 1歯   診療所
     東大阪市高井田元町一丁目７番３常　勤:    1 現存
     ２号 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412050-04406 杉岡歯科 〒579-8031 0729-86-6480杉岡　浩一 杉岡　浩一 平 4.12. 1歯   診療所
     東大阪市豊浦町１４番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412150-04448 医療法人　デンタルワ〒578-0946 06-6723-8241医療法人デンタルワイ山形　伸明 平 5. 1. 1歯   診療所
     イズ山形歯科医院 東大阪市瓜生堂二丁目７番１５号常　勤:    1ズ　理事長　山形　伸 現存
     (歯       1)明 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412250-04489 さえき歯科医院 〒578-0983 0729-65-0819佐伯　光彦 佐伯　光彦 平 5. 5. 1歯   診療所
     東大阪市吉田下島２５番３７号Ａ常　勤:    1 現存
     ＪＩＳＴ１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412350-04521 森田歯科医院 〒578-0937 0729-64-8294森田　敏 森田　敏 平 5. 8. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市花園本町一丁目１２番７常　勤:    1 新規 現存
     号花園ＫＳマンション１階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 412450-04539 医療法人秀麗会　堤歯〒577-0824 06-6720-5151医療法人秀麗会　堤歯堤　安司 平 5. 7. 1歯   小歯 診療所
     科 東大阪市大蓮東三丁目１６番６号常　勤:    1科　理事長　堤　安司 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412550-04596 杉山歯科医院 〒577-0807 06-6788-0780杉山　正美 杉山　正美 平 6. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市菱屋西五丁目４番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412650-04604 太地歯科医院 〒577-0034 06-6782-4866太地　茂 太地　茂 平 5.12. 1歯   診療所
     東大阪市御厨南三丁目２番３１号常　勤:    1 現存
     桜井ビル１階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412750-04612 広田歯科 〒577-0802 06-6725-5800広田　淳子 田　淳子 平 6. 4. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市小阪本町１－１１－１４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412850-04653 医療法人晴和会　うし〒577-0033 06-6784-6480医療法人晴和会うしく牛窪　建介 平 6. 7. 1歯   小歯 診療所
     くぼ歯科 東大阪市御厨東２－５－１８ 常　勤:    6ぼ歯科　理事長　牛窪 組織変更 現存
     (歯       6)　敏博 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412950-04661 東野歯科クリニック 〒578-0911 0729-65-7933東野　聖 東野　聖 平 6. 9. 1歯   診療所
     東大阪市中新開一丁目２番１９号常　勤:    1 新規 現存
     ロイヤルヒルズ２階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413050-04703 西川歯科医院 〒578-0942 06-6722-5840西川　眞二 西川　眞二 平 6.11. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市若江本町四丁目４番４号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413150-04745 中塚歯科医院 〒577-0013 06-6787-8388中塚　晃太郎 中塚　晃太郎 平 7. 2. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市長田中一丁目５番２２号常　勤:    1 新規 現存
     エリス・ハイム田中１階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413250-04760 医療法人　山下歯科 〒579-8048 0729-81-2632医療法人山下歯科　理山下　秀介 平 7. 1. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市旭町３番４号 常　勤:    2事長　山下　秀介 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413350-04802 西倉歯科医院 〒578-0901 0729-63-9666西倉　一夫 西倉　一夫 平 7. 6. 1歯   診療所
     東大阪市加納一丁目１０番１４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
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 413450-04810 津田歯科医院 〒578-0937 0729-63-0041津田　康博 津田　康博 平 7. 6. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市花園本町一丁目５番４７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413550-04828 西村歯科口腔外科クリ〒579-8024 0729-82-7111西村　哲也 西村　哲也 平 7. 7. 1歯外 診療所
     ニック 東大阪市南荘町１番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413650-04836 増永歯科クリニック 〒579-8063 0729-81-6497増永　伸幸 増永　伸幸 平 7. 7. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市横小路町五丁目４番８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413750-04869 高須歯科医院 〒577-0821 06-6730-3386徐　英朝 徐　英朝 平 7.10. 1歯   診療所
     東大阪市吉松二丁目３番２０号ア常　勤:    1 新規 現存
     ドレス長瀬１階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413850-04919 やの歯科医院 〒577-0824 06-6722-8848矢野　勝久 矢野　勝久 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市大蓮東三丁目１４番１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413950-04927 冨田歯科診療所 〒578-0924 0729-66-6474冨田　淳一 冨田　淳一 平 7.12. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市吉田五丁目１０番３０号常　勤:    1 新規 現存
     ベルテクス東花園１階 (歯       1) 平10.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414050-04943 大住歯科医院 〒577-0066 06-6784-8049大住　裕之 大住　裕之 平 8. 3. 1歯   歯外 診療所
     東大阪市高井田本通七丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号昌利ビル２階 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414150-04950 しが歯科医院 〒579-8003 0729-86-8870志賀　淳 志賀　淳 平 8. 3. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市日下町三丁目１番５号新常　勤:    1 新規 現存
     石切グランドハイツ１階１０２号(歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414250-04968 和田歯科医院 〒579-8055 0729-81-5571和田　德久 和田　德久 平 8. 1. 3歯   診療所
     東大阪市末広町８番８号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 1. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414350-04976 河野歯科医院 〒577-0054 06-6788-3809河野　学 河野　学 平 8. 3. 1歯   診療所
     東大阪市高井田元町一丁目２番４常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平29. 3. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   424 頁

 414450-05015 増田歯科医院 〒577-0823 06-6721-3721増田　将也 増田　将也 平 8. 5. 1歯   診療所
     東大阪市金岡一丁目２０番２４号常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414550-05049 医療法人功真会　山形〒578-0972 06-6744-2348医療法人　功真会山形山形　栄二 平 8. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 東大阪市鴻池町二丁目４番３号 常　勤:    1歯科医院　理事長　山 移転 歯外 現存
     (歯       1)形　栄二 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414650-05056 かわすみ歯科医院 〒579-8065 0729-82-8005河角　禎悦 河角　禎悦 平 8. 9. 1歯   診療所
     東大阪市新池島町四丁目２番地４常　勤:    1 新規 現存
     ０号　メゾンニュー生駒１０２号(歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414750-05064 堤歯科小児歯科 〒578-0901 072-966-6471医療法人秀麗会　堤歯堤　佳代子 平 8. 9. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市加納三丁目５番１０号 常　勤:    1科　理事長　堤　安司 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414850-05080 藤戸歯科医院 〒578-0984 0729-67-1666藤戸　寛 藤戸　寛 平 8.10. 1歯   診療所
     東大阪市菱江二丁目２番３７号メ常　勤:    1 新規 現存
     ルベーユ藤戸１階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414950-05106 奥田歯科診療所 〒578-0948 0729-61-3793奥田　宗義 奥田　宗義 平 8.11.16歯   診療所
     東大阪市菱屋東二丁目１番２６号常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平29.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415050-05163 西村歯科医院 〒578-0913 072-961-2034西村　泰典 西村　泰典 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市中野２丁目９番１４号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415150-05171 徳山歯科医院 〒577-0843 06-6729-8099徳山　鎭利 徳山　鎭利 平 9. 7. 1歯   診療所
     東大阪市荒川三丁目１１番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415250-05197 医療法人　小川歯科医〒579-8036 0729-87-1127医療法人小川歯科医院小川　清二 平 9. 5.26歯   小歯 診療所
     院 東大阪市鷹殿町１番３３号 常　勤:    5　理事長　小川　清二 移転 現存
     (歯       5) 平30. 5.26
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 415350-05239 やぎ歯科医院 〒578-0976 06-6746-6662八木　亜希子 八木　亜希子 平 9.12. 1歯   診療所
     東大阪市西鴻池町一丁目２番２６常　勤:    1 継承 現存
     号森本ビル３階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415450-05247 八木歯科医院 〒579-8054 0729-81-5138八木　利幸 八木　利幸 平 9.11.25歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市南四条町７番１４号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平27.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415550-05254 医療法人　ほんだ歯科〒577-0818 06-6720-7244医療法人ほんだ歯科　本田　俊一 平10. 1. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市小若江三丁目９番２１号常　勤:    3理事長　本田　俊一 組織変更 現存
     (歯       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415650-05262 医療法人　百間谷歯科〒577-0056 06-6784-8811医療法人百間谷歯科　百間谷　光基 平10. 1. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市長堂一丁目８番３７号ヴ常　勤:    2理事長　百間谷　光基 組織変更 療養病床
     ェルノール布施２階 (歯       2) 平28. 1. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415750-05270 山林歯科医院 〒579-8053 0729-81-8108山林　一公 山林　一公 平10. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東大阪市四条町一丁目１４番フォ常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ーチュンコートビル３階 (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415850-05296 小西歯科 〒577-0801 06-6787-8800小西　康友 小西　康友 平10. 4. 1歯   診療所
     東大阪市小阪一丁目９番１号小阪常　勤:    1 新規 現存
     第１近鉄ビル３階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415950-05312 大枝歯科医院 〒578-0974 06-6745-0763大枝　直樹 大枝　直樹 平10. 4.16歯   診療所
     東大阪市鴻池元町９番１５号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416050-05320 寺澤デンタルクリニッ〒577-0841 06-6224-1118寺澤　一男 寺澤　一男 平10. 7. 1歯   診療所
     ク 東大阪市足代一丁目１４番３号二常　勤:    1 新規 現存
     条ビル１階１０５ (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416150-05353 平井歯科クリニック 〒578-0904 0729-61-2400平井　道大 平井　道大 平10.11. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市吉原一丁目１２番１３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416250-05379 藤原歯科医院 〒578-0942 06-4307-0678藤原　理司 藤原　理司 平11. 3. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市若江本町四丁目７番３４常　勤:    1 新規 現存
     号あすなろⅡ１階 (歯       1) 平29. 3. 1
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 416350-05411 医療法人弘清会　中辻〒577-0809 06-6725-5888医療法人　弘清会　理中辻　尚子 平11. 6. 1歯   診療所
     歯科 東大阪市永和二丁目２番３１号中常　勤:    1事長　池田　玲子 新規 現存
     辻ビル２階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416450-05437 福井歯科医院 〒577-0825 06-6224-5518福井　章 福井　章 平11. 7. 1歯   診療所
     東大阪市大蓮南一丁目２１番２５常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416550-05452 山本歯科医院 〒578-0924 0729-64-7633山本　淳一郎 山本　淳一郎 平11. 6.25歯   診療所
     東大阪市吉田七丁目１番９号　Ｓ常　勤:    1 移転 現存
     ・Ｅビルディング１階 (歯       1) 平29. 6.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416650-05460 やの歯科医院 〒577-0007 06-6744-8385矢野　正樹 矢野　正樹 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市稲田本町三丁目１５番９常　勤:    1 新規 現存
     号ＩＫコート１階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416750-05510 石垣歯科医院 〒577-0816 06-6724-4590石垣　富美男 石垣　富美男 平11. 9. 1歯   診療所
     東大阪市友井三丁目２番４１号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416850-05528 松村歯科医院 〒577-0056 06-6782-0600松村　嘉晋 松村　嘉晋 平11.11. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市長堂二丁目１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416950-05536 鈴木歯科医院 〒579-8011 0729-80-4000鈴木　雅智 鈴木　雅智 平11.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市東石切町四丁目１番４８常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417050-05544 岡本歯科医院 〒577-0053 06-6788-3968岡本　圭一 岡本　圭一 平11.10. 1歯   診療所
     東大阪市高井田１０番７号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417150-05551 野入歯科クリニック 〒577-0817 06-6727-4182野入　輝彦 野入　輝彦 平11.12. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市近江堂二丁目１０番１３常　勤:    1 新規 現存
     号野入診療所２階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417250-05569 のざき歯科 〒578-0982 0729-60-2611野﨑　潤 野﨑　潤 平11.12. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市吉田本町三丁目５番４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 417350-05593 きど歯科 〒578-0945 06-6736-7183木戸　優宏 木戸　優宏 平12. 2. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市若江北町三丁目３番２８常　勤:    1 新規 現存
     号パルティグ１０１号 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417450-05601 植村歯科医院 〒578-0903 072-962-2680植村　竜一 植村　竜一 平12. 1. 9歯   小歯 診療所
     東大阪市今米一丁目２番１号中辻常　勤:    1 移転 現存
     ビル２階 (歯       1) 平30. 1. 9
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417550-05619 医療法人真和会　東野〒577-0808 06-6730-3456医療法人　真和会　東東野　敏之 平12. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 東大阪市横沼町三丁目１２番１５常　勤:    2野歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     号 (歯       2)東野　敏之 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417650-05650 藤田歯科医院 〒577-0841 06-6721-0389西田　美穂子 西田　美穂子 平12. 2.29歯   矯歯 小歯診療所
     東大阪市足代二丁目７番２０号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417750-05676 やまだ矯正歯科クリニ〒579-8013 0729-86-1220山田　康弘 山田　康弘 平12. 6. 1矯歯 歯   診療所
     ック 東大阪市西石切町一丁目１１番３常　勤:    1 新規 現存
     ０号新石切駅前ビル３階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417850-05700 医療法人　うえしば歯〒579-8034 0729-84-5500医療法人　うえしば歯上芝　直樹 平12. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科 東大阪市出雲井本町８番２１号ツ常　勤:    1科　理事長　上芝　直 組織変更 現存
     ールドオルフェ１０１号 (歯       1)樹 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417950-05718 菱田歯科医院 〒577-0807 06-6721-9703菱田　悦 菱田　悦 平12.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     東大阪市菱屋西一丁目１８番６号常　勤:    1 移転 現存
     パルティール１階 (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418050-05726 中西歯科医院 〒577-0802 06-6726-6262中西　幹夫 中西　幹夫 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市小阪本町一丁目３番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418150-05734 ヒラヌマ歯科医院 〒577-0046 06-6788-4508平沼　盛道 平沼　盛道 平12.12. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市西堤本通西一丁目１番２常　勤:    1 移転 現存
     ７号 (歯       1) 平24.12. 1
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 418250-05742 おかだ歯科クリニック〒577-0056 06-6783-9977岡田　秀一 岡田　秀一 平13. 2. 1歯   矯歯 診療所
     東大阪市長堂一丁目２－２０陣内常　勤:    1 新規 現存
     興産２階１号 (歯       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418350-05759 小谷歯科医院 〒578-0901 072-872-1165小谷　芳人 小谷　芳人 平13. 2. 1歯   診療所
     東大阪市加納七丁目２５番７－２常　勤:    1 新規 現存
     ６号　アメリアショッピングセン(歯       1) 平25. 2. 1
     ター２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418450-05783 甲斐歯科 〒577-0822 06-6724-7770中村　健司 中村　健司 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市源氏ケ丘６番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418550-05817 中村歯科医院 〒577-0807 06-6721-2096中村　朝子 中村　朝子 平13. 3.29歯   診療所
     東大阪市菱屋西一丁目１番５号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平25. 3.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418650-05841 石橋歯科医院 〒579-8027 0729-81-3521橋口　智子 橋口　智子 平13. 7. 1歯   診療所
     東大阪市東山町１５番１１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418750-05858 つじもと歯科 〒577-0844 06-6736-4182 本　秀樹 本　秀樹 平13.10. 1歯   診療所
     東大阪市太平寺一丁目１番１７号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418850-05866 石堂歯科医院 〒579-8046 0729-82-0906石堂　招紀 石堂　招紀 平13. 9. 1歯   診療所
     東大阪市昭和町２２番２号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418950-05874 たつみ歯科クリニック〒578-0941 0729-68-1800巽　宣夫 巽　宣夫 平14. 1. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市岩田町四丁目３番１０号常　勤:    1 新規 現存
     希来里若江岩田１階 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419050-05882 久保歯科医院 〒578-0937 0729-62-7076久保　博嗣 久保　博嗣 平14. 1. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市花園本町二丁目３番４号常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419150-05890 元島歯科医院 〒579-8058 0729-81-3334元島　泉 元島　泉 平14. 8. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市神田町３番２６号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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 419250-05924 生内歯科診療所 〒577-0013 06-6787-6404生内　信男 生内　信男 平14.11.20歯   診療所
     東大阪市長田中一丁目４番１７号常　勤:    1 移転 現存
     長田センタービル　２０９号 (歯       1) 平26.11.20
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419350-05932 医療法人　大谷歯科 〒578-0933 0729-62-8049医療法人大谷歯科　理大谷　学 平15. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東大阪市玉串元町二丁目２番２６常　勤:    2事長　大谷　学 組織変更 現存
     号ロアジ花園１０１，１０２号 (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419450-05940 水野歯科医院 〒577-0036 06-6782-2017水野　泰成 水野　泰成 平15. 2. 4歯   小歯 診療所
     東大阪市御厨栄町三丁目４番１０常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平27. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419550-05957 岡歯科 〒577-0036 06-6781-0010岡　泰弘 岡　泰弘 平15. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東大阪市御厨栄町一丁目３番地１常　勤:    1 新規 現存
     ３号小阪ハイライフ１階 (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419650-05965 木田歯科医院 〒577-0801 06-6781-0171木田　佳子 木田　佳子 平15. 7.24歯   診療所
     東大阪市小阪一丁目２番１４号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平27. 7.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419750-05999 さくら歯科 〒577-0825 06-6727-1623藤本　昭世 藤本　昭世 平15.12. 1歯   診療所
     東大阪市大蓮南二丁目１２番２２常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419850-06005 まえだ歯科クリニック〒578-0932 0729-68-0003前田　智子 前田　智子 平16. 2. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市玉串町東二丁目１番５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419950-06021 医療法人光風会　平賀〒577-0801 06-6788-0282医療法人光風会　理事平賀　敏人 平16. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 東大阪市小阪二丁目１９番８号ワ常　勤:    1長　平賀　敏人 組織変更 現存
     イエム八戸ノ里ビル２階 (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420050-06039 明石歯科医院 〒578-0925 0729-65-8241明石　治之 明石　治之 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市稲葉三丁目１２番２７号常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420150-06047 いわた歯科医院 〒577-0818 06-6721-6480岩田　秀雄 岩田　秀雄 平16. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市小若江二丁目１２番１号常　勤:    1 新規 現存
     ジョイ小若江Ⅰ　１階 (歯       1) 平28. 5. 1
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 420250-06054 デンタルクリニックふ〒577-0817 06-6722-8241藤井　公之 藤井　公之 平16. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     じい 東大阪市近江堂三丁目１４番１６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420350-06096 橋本歯科医院 〒579-8014 0729-81-9753橋本　洋幸 橋本　洋幸 平16. 8. 9歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市中石切町四丁目１番８号常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平28. 8. 9
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420450-06104 菱田歯科医院 〒577-0056 06-6783-0167菱田　市和 菱田　市和 平16.12. 1歯   歯外 診療所
     東大阪市長堂二丁目１７番１３号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420550-06112 すぎはら歯科クリニッ〒577-0805 06-6726-6074杉原　拓兒 杉原　拓兒 平16.12. 1歯   小歯 診療所
     ク 東大阪市宝持一丁目９番１６号フ常　勤:    1 移転 現存
     ァミールＳＫ１階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420650-06146 塚本歯科医院 〒577-0801 06-6789-8118塚本　雄一 塚本　雄一 平17. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     東大阪市小阪二丁目１５番１号　常　勤:    1 継承 現存
     大成小阪ビル１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420750-06153 あだち歯科クリニック〒579-8063 0729-88-4618足立　富彦 足立　富彦 平17. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市横小路町四丁目８番３７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420850-06161 医療法人優樹馨会　ゆ〒577-0036 06-6782-8341医療法人優樹馨会　理橋本　直季 平17. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     う歯科医院 東大阪市御厨栄町一丁目６番６号常　勤:    2事長　伊東　由馨 組織変更 現存
     イオンタウン小阪店１Ｆ (歯       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420950-06195 医療法人　ヨシナガ歯〒578-0931 072-965-8049医療法人　ヨシナガ歯吉永　正富 平17. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     科医院 東大阪市花園東町二丁目７番２８常　勤:    1科医院　理事長　吉永 組織変更 現存
     号東花園河辺ビル (歯       1)　正富 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421050-06211 とくはら歯科 〒578-0944 06-6725-8651徳原　全浩 徳原　全浩 平18. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市若江西新町四丁目７番２常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 421150-06237 医療法人魁　鴻池歯科〒578-0961 06-6745-2081医療法人魁　理事長　大月　啓輔 平18. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     医院 東大阪市南鴻池町二丁目１０番１常　勤:    3小坂　恵一 新規 歯外 現存
     号 (歯       3) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421250-06245 木村歯科医院 〒578-0941 072-961-2243木村　泰之 木村　泰之 平18. 1.22歯   小歯 診療所
     東大阪市岩田町四丁目１５番２０常　勤:    2 継承 現存
     号 (歯       2) 平30. 1.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421350-06252 宮本歯科 〒577-0836 06-6736-1285宮本　泰成 宮本　泰成 平18. 2. 1歯   診療所
     東大阪市渋川町二丁目４番２５号常　勤:    1 移転 現存
     フィールド１Ｆ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421450-06302 医療法人宝三会　川本〒577-0805 06-6725-1838医療法人宝三会　理事川本　紀子 平18. 7. 1歯   歯外 診療所
     歯科医院 東大阪市宝持三丁目８番１０号 常　勤:    2長　川本　紀子 組織変更 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421550-06310 西田歯科医院 〒577-0803 06-6724-5828西田　雅彦 西田　雅彦 平18. 8.28歯   矯歯 小歯診療所
     東大阪市下小阪一丁目５番７号　常　勤:    1 継承 現存
     大成ビル２階 (歯       1) 平24. 8.28
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421650-06328 中原歯科 〒578-0941 072-961-0120中原　將夫 中原　將夫 平19. 1. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市岩田町四丁目９番３号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421750-06385 医療法人　久保デンタ〒578-0956 0729-68-4618医療法人久保デンタル久保　達也 平19. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ルクリニック 東大阪市横枕西１番５号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)久保　達也 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421850-06401 医療法人芳明会　香川〒578-0937 072-966-4000医療法人芳明会　理事河島　卓郎 平19.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     花園歯科医院 東大阪市花園本町一丁目１０番２常　勤:    2長　香川　芳江 新規 現存
     ６号 (歯       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421950-06419 窪田歯科 〒577-0056 06-6783-6488窪田　義夫 窪田　義夫 平19.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市長堂二丁目９番１５号ジ常　勤:    2 移転 現存
     ャスミンガーデン１階 (歯       2) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   432 頁

 422050-06435 医療法人　布川矯正歯〒577-0841 06-6729-3980医療法人布川矯正歯科布川　隆三 平20. 1. 7矯歯 診療所
     科 東大阪市足代三丁目１番７号布施常　勤:    1　理事長　布川　隆三 移転 現存
     南ビル７階 (歯       1) 平26. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422150-06450 仁木歯科 〒578-0924 072-965-5066仁木　孔明 仁木　孔明 平20. 2. 1歯   診療所
     東大阪市吉田一丁目１番３３号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422250-06468 うえおか歯科医院 〒577-0818 06-6723-8341上岡　徹雄 上岡　徹雄 平20. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市小若江四丁目１１番２６常　勤:    1 新規 現存
     号メープルコート１階 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422350-06476 医療法人　三陽会　三〒577-0006 06-6748-1551医療法人三陽会　理事三井　太郎 平20. 4. 1歯   矯歯 診療所
     井歯科矯正歯科 東大阪市楠根二丁目１１番１２号常　勤:    1長　三井　太郎 新規 現存
     三井ビル１階 (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422450-06492 林歯科医院 〒579-8053 072-981-6336林　靖久 林　靖久 平20. 5. 1歯   診療所
     東大阪市四条町１番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422550-06500 医療法人　優樹馨会　〒578-0973 072-929-8139医療法人優樹馨会　理上野　泰康 平20. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     らぶ歯科医院 東大阪市東鴻池町一丁目６番３０常　勤:    1事長　伊東　由馨 新規 現存
     号イオンタウン東大阪２Ｆ (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422650-06518 ＳＩＮ　ＤＥＮＴＡＬ〒578-0931 072-961-3955森澤　伸之 森澤　伸之 平20. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     　ＣＬＩＮＩＣ　もり東大阪市花園東町二丁目１０番１常　勤:    1 新規 現存
     さわ歯科 ５号 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422750-06542 医療法人　中谷歯科医〒579-8051 072-987-8103医療法人中谷歯科医院中谷　晴彦 平20. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 東大阪市瓢箪山町２番７号 常　勤:    1　理事長　中谷　晴彦 移転 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422850-06567 タニザワ歯科 〒577-0801 06-6787-5467谷澤　知純 谷澤　知純 平21. 1. 1歯   診療所
     東大阪市小阪二丁目１５番２１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 422950-06575 くまざき歯科 〒579-8055 0729-81-5436熊﨑　佳美 熊﨑　佳美 平20.11.28歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市末広町２番６号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423050-06583 医療法人　スマイル歯〒577-0047 06-6618-7849医療法人スマイル歯科森田　英史 平21. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科・矯正歯科 東大阪市西堤楠町二丁目３番５号常　勤:    2・矯正歯科　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)森田　英史 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423150-06609 医療法人たんぽぽ会　〒577-0816 06-6730-9111医療法人たんぽぽ会　荒木　康雄 平21. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科みと院 東大阪市友井三丁目７番２２号弥常　勤:    1理事長　大嶋　俊一 新規 矯歯 現存
     刀ビル (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423250-06625 やぎゅう歯科医院 〒579-8063 072-985-1311柳生　博昭 柳生　博昭 平21. 6. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市横小路町五丁目５番１５常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423350-06633 医療法人五月会　香川〒578-0913 072-966-7781医療法人五月会　理事小櫛　智子 平21. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東大阪歯科医院 東大阪市中野二丁目１番３１号 常　勤:    1長　香川　芳江 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423450-06666 医療法人　Ｉ’ｓＭＥ〒578-0963 06-6744-4114医療法人Ｉ’ｓＭＥＤ安部　逸世 平21. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ＤＩＣＡＬ　安部歯科東大阪市新庄二丁目８番１３号 常　勤:    4ＩＣＡＬ　理事長　安 組織変更 歯外 現存
     医院 (歯       4)部　逸世 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423550-06682 飯田歯科クリニック 〒577-0053 06-6787-1355飯田　格 飯田　格 平21.11.10歯   診療所
     東大阪市高井田２８番１５号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平27.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423650-06716 たなかファミリー歯科〒577-0011 06-6748-1181田中　宏憲 田中　宏憲 平22. 3. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市荒本北二丁目３番２２号常　勤:    1 新規 現存
     イオン東大阪店２階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423750-06724 はやし歯科医院 〒577-0806 06-6724-3555林　修弘 林　修弘 平22. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市上小阪三丁目４番７号ヤ常　勤:    2 新規 現存
     ノロイヤルガーデン１階 (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423850-06732 藤原歯科医院 〒577-0809 06-6736-1111藤原　典介 藤原　典介 平22. 4. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市永和一丁目２５番６号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
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 423950-06757 菊池歯科医院 〒579-8045 072-981-3139土居　香世子 土居　香世子 平22. 3.14歯   小歯 矯歯診療所
     東大阪市本町１５番２号 常　勤:    3 継承 現存
     (歯       3) 平28. 3.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424050-06765 松村歯科医院 〒579-8051 072-981-8110松村　孝史 松村　孝史 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市瓢箪山町４番２６号ツイ常　勤:    1 移転 現存
     ンコスモス瓢箪山１階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424150-06807 井上歯科医院 〒579-8046 072-984-8861寺井　志保 寺井　志保 平22. 5.19歯   診療所
     東大阪市昭和町２番６号　２階 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28. 5.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424250-06831 そわ歯科クリニック 〒578-0941 06-7891-4618峙　和寛 峙　和寛 平22. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市岩田町三丁目９番１号コ常　勤:    1 新規 現存
     ノミヤ若江岩田店３階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424350-06849 せうら歯科クリニック〒577-0824 06-6720-4182瀬浦　成憲 瀬浦　成憲 平22. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市大蓮東二丁目１９番２７常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424450-06872 おくだ歯科クリニック〒577-0827 06-6726-4618奥田　誠 奥田　誠 平22.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市衣摺一丁目１０番地１５常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424550-06880 福住歯科医院 〒578-0971 06-6744-1278福住　峯行 福住　峯行 平22.12. 1歯   診療所
     東大阪市鴻池本町２番２６号　 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424650-06922 医療法人健康会　長瀬〒577-0818 06-6724-5918医療法人健康会　理事欅　真由実 平23. 4. 1歯   診療所
     さくら歯科 東大阪市小若江４丁目９番３号ビ常　勤:    1長　名木田　宏 移転 現存
     ガーポリス１５０　東大阪ロータ(歯       1) 平29. 4. 1
     スマンション１階 非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424750-06948 古川歯科クリニック 〒579-8046 072-920-7272古川　学 古川　学 平23.10. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市昭和町１番３号オクトス常　勤:    1 新規 現存
     テージビル２階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 424850-06955 寺野歯科医院 〒577-0004 06-6745-1595寺野　晴子 寺野　晴子 平23.10.14歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市稲田新町１丁目１６番１常　勤:    1 継承 現存
     ２号 (歯       1) 平29.10.14
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424950-06971 医療法人好正会　川上〒579-8003 072-988-3370医療法人好正会　理事川上　正訓 平24. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 東大阪市日下町４丁目４番８号 常　勤:    2長　川上　正訓 組織変更 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:   11
     (歯      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425050-06989 かつもと歯科医院 〒577-0058 06-6747-9174勝本　哲史 勝本　哲史 平24. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市足代北１－１８－１８－常　勤:    1 新規 現存
     １０１ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425150-06997 医療法人　開成会　ハ〒578-0925 072-963-6480医療法人　開成会　理叶松　亜希子 平24. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     シモトデンタルオフィ東大阪市稲葉３丁目１１番２２号常　勤:    4事長　橋本　英敏 組織変更 現存
     ス花園分院 田中ビル２Ｆ (歯       4) 平30. 2. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425250-07003 とよた歯科クリニック〒577-0807 06-7503-4738豊田　弘沢 豊田　弘沢 平24. 4.17歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市菱屋西５丁目２番２３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425350-07011 医療法人寿山会　ホー〒578-0941 072-943-0840医療法人　寿山会　理服部　哲也 平24. 6. 1歯   診療所
     ムケアデンタルクリニ東大阪市岩田町４丁目３番１４号常　勤:    1事長　喜馬　通博 新規 現存
     ック ２０３ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425450-07029 米田歯科 〒578-0924 072-966-7800米田　卓平 米田　卓平 平24. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市吉田１丁目７番３６号小常　勤:    1 新規 現存
     川ビル１階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425550-07037 森本歯科医院 〒577-0804 06-6732-0615森本　良 森本　良 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市中小阪１丁目２０番２５常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425650-07045 医療法人　柏康会　デ〒577-0056 06-6781-6480医療法人　柏康会　理織田　正明 平24. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     ンタルクリニックＴ．東大阪市長堂１丁目３番１２号 常　勤:    6事長　谷山　智秀 組織変更 現存
     Ｔ．Ｃ． (歯       6) 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
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 425750-07060 医療法人　燦燦　なん〒577-0805 06-6724-1881医療法人　燦燦　理事南郷谷　香利 平24. 7. 1歯   小歯 診療所
     ごうや歯科医院 東大阪市宝持３丁目４番２号 常　勤:    3長　南郷谷　香利 組織変更 現存
     (歯       3) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425850-07078 安井歯科医院 〒577-0842 06-6728-6198安井　宏之 安井　宏之 平24. 7. 1歯   診療所
     東大阪市足代南１丁目３番２３号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425950-07086 医療法人　藤島歯科 〒579-8003 072-988-4658医療法人　藤島歯科　藤島　輝幸 平24. 7. 1歯   診療所
     東大阪市日下町６丁目１番８号 常　勤:    1理事長　藤島　輝幸 組織変更 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426050-07094 鴻池ファミリー歯科 〒578-0971 06-6224-4181森脇　信吉 森脇　信吉 平24.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市鴻池本町２番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426150-07102 医療法人清誠　よつば〒577-0818 06-6224-6666医療法人清誠　理事長山本　由美子 平24. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 東大阪市小若江四丁目１１番１８常　勤:    1　林　清誠 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426250-07110 大原歯科クリニック 〒577-0022 06-6784-0520大原　盛勝 大原　盛勝 平25. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市荒本新町３－２６ツイン常　勤:    2 新規 現存
     コラムビル２０１ (歯       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426350-07128 医療法人ゆめはんな会〒578-0925 072-966-1128医療法人ゆめはんな会寄田　幸司 平24.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     　ヨリタ歯科クリニッ東大阪市稲葉三丁目１１番１０号常　勤:    5　理事長　寄田　幸司 移転 現存
     ク ピアザ花園３Ｆ (歯       5) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426450-07136 大橋歯科医院 〒578-0924 072-961-2535甲田　園子 甲田　園子 平24.12. 1歯   診療所
     東大阪市吉田１丁目４番１１号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426550-07144 植田歯科医院 〒578-0931 072-962-5437植田　浩 植田　浩 平25. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市花園東町２丁目１３番３常　勤:    2 移転 現存
     ６号 (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 426650-07185 小橋歯科医院 〒577-0058 06-6782-5377小橋　博文 小橋　博文 平25. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市足代北２丁目１５番２号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426750-07201 松本歯科医院 〒579-8003 072-987-7101松本　隆司 松本　隆司 平25. 8. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市日下町５丁目３－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426850-07219 医療法人　すこやか歯〒578-0972 06-6746-8241医療法人　すこやか歯山村　泰平 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     科 東大阪市鴻池町１丁目１番７２号常　勤:    1科　理事長　山村　泰 組織変更 現存
     イオン鴻池１階 (歯       1)平 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 426950-07227 たはら歯科クリニック〒577-0803 06-6722-3488田原　太郎 田原　太郎 平25. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     東大阪市下小阪五丁目四番地一号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427050-07235 塚口歯科クリニック 〒577-0823 06-6722-8111塚口　雅 塚口　雅 平25.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     東大阪市金岡１丁目１４番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427150-07243 西田歯科医院 〒578-0974 06-6745-0983森田　知加 森田　知加 平25.11. 8歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市鴻池元町２－２グラナリ常　勤:    1 継承 現存
     ーコート１Ｆ (歯       1) 平25.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427250-07250 ひがしの歯科医院 〒577-0006 06-6745-7527東野　修治 東野　修治 平26. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市楠根２丁目１２番１２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427350-07268 吉村歯科医院 〒577-0816 06-6725-1506吉村　公秀 吉村　公秀 平26. 3.30歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市友井２丁目２３番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平26. 3.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427450-07284 ヒロデンタルクリニッ〒579-8038 072-986-4618川上　洋行 川上　洋行 平26. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 東大阪市箱殿町３－２ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427550-07300 ひょうたんやまヒロ歯〒579-8051 072-968-8148松倉　裕規 松倉　裕規 平26. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     科 東大阪市瓢箪山町１番３０号御神常　勤:    1 新規 現存
     田ビル１階・２階 (歯       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 427650-07318 阪口歯科医院 〒578-0961 06-6744-5518阪口　博己 阪口　博己 平26. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市南鴻池町２丁目１－２３常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427750-07334 やすらぎ歯科医院 〒577-0002 06-6224-4618山下　泰代 山下　泰代 平26. 8. 5歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市稲田上町２丁目２番１号常　勤:    1 継承 現存
     コノミヤ徳庵店１Ｆ (歯       1) 平26. 8. 5
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427850-07342 オリーブ歯科クリニッ〒577-0833 06-6726-0001李　世智（宮本世智）李　世智（宮本世智）平26.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 東大阪市柏田東町１３番１２号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427950-07359 今西歯科医院 〒577-0807 06-6723-4182今西　恒夫 今西　恒夫 平26.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東大阪市菱屋西１丁目１８番１５常　勤:    2 継承 歯外 現存
     号 (歯       2) 平26.10. 1　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428050-07367 グラッチェデンタルク〒577-0034 06-6732-4182田中　秀宜 田中　秀宜 平26.12. 1歯   歯外 診療所
     リニック 東大阪市御厨南２丁目１番１号八常　勤:    1 新規 休止
     戸ノ里ＨＩＲＯビル３Ｆ (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428150-07375 木下歯科医院 〒577-0823 06-6728-1615木下　智 木下　智 平26.11. 1歯   診療所
     東大阪市金岡２丁目２番８号 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428250-07383 壺内矯正歯科 〒577-0804 06-6721-9208壺内　建行 壺内　建行 平27. 1. 1矯歯 診療所
     東大阪市中小阪２－１０－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428350-07391 医療法人さくら会　さ〒578-0972 06-6748-8211医療法人さくら会　理吉富　浩成 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     くらデンタルクリニッ東大阪市鴻池町一丁目２７番３２常　勤:    1事長　吉富　浩成 組織変更 現存
     ク 号 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428450-07425 はしもと歯科・矯正歯〒577-0807 06-7500-5454橋本　和哉 橋本　和哉 平27. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 東大阪市菱屋西１丁目２０番地２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     号 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428550-07433 医療法人裕凛会　たか〒577-0818 06-6729-5151医療法人裕凛会　理事冨樫　史彦 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     やま歯科医院 東大阪市小若江４丁目１３番１９常　勤:    1長　髙山　直樹 新規 現存
     号ヴィラ小若江３　１階 (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
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 428650-07441 ふじもと歯科・矯正歯〒579-8013 072-980-1188藤本　直史 藤本　直史 平27. 7. 1歯   小歯 診療所
     科クリニック 東大阪市西石切町３丁目３番２６常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428750-07458 片岡歯科 〒577-0036 06-6787-4618片岡　淳 片岡　淳 平27. 9. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市御厨栄町１丁目４番４号常　勤:    1 移転 現存
     ＴＴＳセンター３階 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428850-07466 ないとう歯科 〒577-0807 06-6732-3777内藤　哲郎 内藤　哲郎 平27.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市菱屋西２－８－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428950-07474 すもと歯科クリニック〒577-0004 06-6746-6480須本　浩行 須本　浩行 平28. 1. 9歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市稲田新町３丁目９番６４常　勤:    1 新規 現存
     号フレスポ東大阪２階 (歯       1) 平28. 1. 9
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429050-07482 医療法人英仙会　ひら〒579-8046 072-943-4618医療法人英仙会　理事松谷　英子 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     おかデンタルクリニッ東大阪市昭和町１番２号グレイス常　勤:    2長　松谷　英子 組織変更 矯歯 現存
     ク ２１　１階 (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429150-07490 医療法人峰理会　よつ〒578-0921 072-968-9791医療法人峰理会　理事森本　新一 平28. 1. 1歯   小歯 診療所
     ば歯科医院 東大阪市水走二丁目１６番２１号常　勤:    3長　森本　新一 組織変更 現存
     ジャン・ボヌール１０３号室 (歯       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429250-07508 きしい歯科医院 〒579-8045 072-984-3472岸井　次郎 岸井　次郎 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市本町１０番１１号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429350-07516 竹村歯科医院 〒577-0803 06-6730-8148竹村　愛 竹村　愛 平28. 3.22歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市下小阪１－３－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429450-07524 かいもと歯科 〒577-0804 06-6730-8558貝本　雅也 貝本　雅也 平28. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市中小阪５－１－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 429550-07532 横田歯科医院 〒578-0954 072-966-7767横田　博嗣 横田　博嗣 平28. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     東大阪市横枕２番２７号　河内第常　勤:    1 継承 現存
     １ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429650-07540 林歯科医院 〒577-0007 06-6745-2162林　知惠子 林　知惠子 平28. 4.15歯   診療所
     東大阪市稲田本町三丁目５番１７常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平28. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429750-07565 やまぐちファミリー歯〒578-0972 06-6745-4180山口　広孝 山口　広孝 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     科 東大阪市鴻池町二丁目７－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429850-07581 医療法人仁愛会　飯田〒577-0827 06-6728-4182医療法人仁愛会　理事飯田　孝司 平28. 9. 1歯   診療所
     歯科医院 東大阪市衣摺二丁目１１番１９号常　勤:    1長　飯田　孝司 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429950-07599 医療法人山翔会　歯科〒579-8011 072-982-2231医療法人山翔会　理事山﨑　行庸 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     山崎 東大阪市東石切町五丁目５番２０常　勤:    5長　山﨑　行庸 組織変更 現存
     号 (歯       5) 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430050-07607 医療法人真歯会　平川〒577-0824 06-6720-3388医療法人真歯会　理事平川　俊秀 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科クリニック 東大阪市大蓮東四丁目６番７号コ常　勤:    1長　平川　俊秀 組織変更 現存
     ノミヤ大蓮東店２階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430150-07623 医療法人愛歯会　乾歯〒578-0941 072-964-8028医療法人愛歯会　理事乾　文武 平28.12. 1歯   小歯 診療所
     科医院 東大阪市岩田町四丁目１６番１３常　勤:    1長　乾　文武 組織変更 現存
     号グレースⅡ１階 (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430250-07631 多賀歯科医院 〒578-0982 072-961-0005多賀　俊仁 多賀　俊仁 平28.12. 7歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市吉田本町三丁目６番２０常　勤:    1 継承 現存
     号セワール吉田１Ｆ (歯       1) 平28.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430350-07649 タナカ歯科医院 〒578-0931 072-961-0055田中　良幸 田中　良幸 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市花園東町一丁目２番１５常　勤:    2 新規 現存
     号Ｒ－ｆｌａｔｓ１階 (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 430450-07656 医療法人　橋本歯科ク〒578-0981 0729-60-5511医療法人橋本歯科クリ橋本　孝 平29. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     リニック 東大阪市島之内二丁目３番２０号常　勤:    1ニック　理事長　橋本 組織変更 現存
     エスクドーム１Ｆ (歯       1)　孝 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430550-07664 医療法人たつみ会　ど〒578-0911 072-965-2550医療法人たつみ会　理土井　守雄 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     い歯科クリニック 東大阪市中新開二丁目６番３１号常　勤:    2事長　土井　守雄 組織変更 現存
     コンフォートエヌズ１階 (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430650-07672 くぼた歯科医院 〒577-0007 06-6747-4182久保田　明伴 久保田　明伴 平29. 5. 1歯   診療所
     東大阪市稲田本町３丁目１－１０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430750-07680 小寺歯科医院 〒579-8014 072-987-3078中野　幹子 中野　幹子 平29. 5. 1歯   診療所
     東大阪市中石切町三丁目１番９号常　勤:    4 継承 現存
     (歯       4) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430850-07698 医療法人　誠仁会　り〒577-0061 06-6781-4181医療法人　誠仁会　り領木　誠一 平29. 5. 8歯   矯歯 小歯診療所
     ょうき歯科クリニック東大阪市森河内西一丁目１６番３常　勤:   12ょうき歯科クリニック 移転 歯外 現存
     号 (歯      12)　理事長　領木　誠一 平29. 5. 8
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430950-07706 しろくま歯科 〒577-0034 06-6618-4618秋田　聡 秋田　聡 平29.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     東大阪市御厨南２丁目１－１八戸常　勤:    1 新規 現存
     ノ里ＨＩＲＯビル３Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431050-07714 医療法人　きたの歯科〒577-0011 06-6746-2188医療法人きたの歯科　北埜　登 平29. 9. 1歯   小歯 診療所
     東大阪市荒本北２丁目２番１１号常　勤:    2理事長　北埜　登 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431150-07722 二郎歯科 〒578-0974 06-7163-9070井口　二郎 井口　二郎 平29.12. 4歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市鴻池元町１１－４ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平29.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431250-07730 たきざわ歯科布施クリ〒577-0841 06-6726-2525瀧澤　徹 瀧澤　徹 平30. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 東大阪市足代１－１９－６　フジ常　勤:    1 新規 現存
     モトビル (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431350-07748 あおぞら歯科 〒579-8064 072-987-9915島地　宏昌 島地　宏昌 平30. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市池島町三丁目１番４４号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
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 431450-07755 ヒライ歯科醫院 〒578-0935 06-6748-0691平井　伸明 平井　伸明 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市若江東町６丁目１番８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431550-07763 みどり歯科 〒578-0971 06-7182-3288坂口　 幸 坂口　 幸 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市鴻池本町６－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431650-07771 医療法人敬真会　とく〒577-0831 06-6753-8922医療法人敬真会　理事徳山　裕輔 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科クリニック 東大阪市俊徳町一丁目２番８号ラ常　勤:    1長　徳山　裕輔 組織変更 矯歯 現存
     ・ポルト俊徳道１Ｆ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431750-07789 はせがわ歯科医院 〒578-0941 06-6728-1182長谷川　徹 長谷川　徹 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     東大阪市岩田町３－１２－３１し常　勤:    1 新規 現存
     みず岩田ビル１階・２階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431852-00541 足立歯科医院 〒534-0024 06-6351-8634足立　眞司 足立　眞司 昭43. 1. 1歯   診療所
     大阪市都島区東野田町五丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ２３号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431952-00822 横田歯科医院 〒534-0024 06-6351-3983横田　順一 横田　順一 昭55. 1. 1歯   診療所
     大阪市都島区東野田町一丁目２１常　勤:    1 新規 現存
     番１号 (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432052-00913 小林直歯科クリニック〒534-0024 06-6351-6639小林　直克 小林　直克 昭56. 7. 1歯   診療所
     大阪市都島区東野田町三丁目４番常　勤:    1 現存
     １５号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432152-00939 藤原歯科医院 〒534-0027 06-6351-2260藤原　政男 藤原　政男 昭57. 6. 1歯   診療所
     大阪市都島区中野町２－１５－５常　勤:    1 新規 現存
     　朝日プラザ大宝１Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432252-01002 医療法人仁恵会　木村〒534-0013 06-6953-0345医療法人仁恵会　理事加藤　勝重 昭61. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 大阪市都島区内代町一丁目８番２常　勤:    2長　加藤　勝重 組織変更 現存
     ４号 (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432352-01051 医療法人正和会　協和〒534-0024 06-6357-1130医療法人正和会　理事佐藤　元昭 昭62. 9. 1歯   診療所
     歯科 大阪市都島区東野田町五丁目２番常　勤:    2長　佐藤　利行 新規 現存
     ２３号京橋セントラルビル３階 (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 432452-01069 小川歯科医院 〒534-0023 06-6925-4188小川　歓 小川　歓 昭62. 9. 1歯   診療所
     大阪市都島区都島南通一丁目１番常　勤:    1 移転 現存
     ４号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432552-01085 さわい歯科医院 〒534-0023 06-6922-4182澤井　宏之 澤井　宏之 昭63. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市都島区都島南通二丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ８号エルプラド京橋１階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432652-01119 アルファデンタルクリ〒534-0011 06-6927-0888大家　澄子 大家　澄子 平元. 7. 1歯   診療所
     ニック　タブチ 大阪市都島区高倉町一丁目１３番常　勤:    1 継承 現存
     ５－６ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432752-01127 医療法人いつき会　よ〒534-0016 06-6925-0418医療法人いつき会　理吉見　二朗 平元. 7. 1小歯 歯   矯歯診療所
     しみファミリー歯科・大阪市都島区友渕町二丁目１２番常　勤:    2事長　吉見　二朗 組織変更 歯外 現存
     矯正歯科 ２１号高倉グリーンマンション１(歯       2) 平28. 7. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432852-01150 野井歯科医院 〒534-0024 06-6928-8148野井　実親 野井　実親 平 2. 6. 1歯   診療所
     大阪市都島区東野田町五丁目１５常　勤:    1 移転 現存
     番８号川口ビル１０３号室 (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432952-01168 谷川歯科医院 〒534-0014 06-6925-3455谷川　昌弘 谷川　昌弘 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市都島区都島北通１－１１－常　勤:    1 新規 現存
     １４サンシティアイランド１Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433052-01200 吉田歯科 〒534-0023 06-6922-6400吉田　寛 吉田　寛 平 4. 2. 1歯   診療所
     大阪市都島区都島南通ニ丁目１４常　勤:    1 新規 現存
     番２７号　三井ビル２階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433152-01218 澤田歯科医院 〒534-0026 06-6352-6160澤田　龍志 澤田　龍志 平 4. 5. 1歯   診療所
     大阪市都島区網島町８番３０号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433252-01226 高野歯科医院 〒534-0025 06-6358-5576高野　博行 高野　博行 平 4. 7. 1歯   診療所
     大阪市都島区片町二丁目６番３号常　勤:    1 移転 現存
     クリスタル京橋２階 (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433352-01267 マサダ歯科 〒534-0011 06-6928-6488正田　二郎 正田　二郎 平 5. 6. 1歯   診療所
     大阪市都島区高倉町二丁目１番５常　勤:    1 新規 現存
     号ＶＥＧＡⅢ３階 (歯       1) 平29. 6. 1
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 433452-01333 原歯科医院 〒534-0021 06-6924-1662原　精一 原　精一 平 7. 4. 1歯   診療所
     大阪市都島区都島本通三丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     ２４号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433552-01341 吉村歯科クリニック 〒534-0002 06-6927-5246吉村　誠司 吉村　誠司 平 7. 4. 1歯   診療所
     大阪市都島区大東町二丁目１５番常　勤:    1 新規 現存
     １６号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433652-01358 児島歯科医院 〒534-0002 06-6928-8122兒島　博史 兒島　博史 平 8. 4. 1歯   診療所
     大阪市都島区大東町二丁目６番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号ポールハイツ大東町１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433752-01374 種林歯科 〒534-0021 06-6921-0601種林　康彦 種林　康彦 平 9. 6. 1歯   診療所
     大阪市都島区都島本通二丁目９番常　勤:    1 新規 現存
     １２号 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433852-01432 いけだ歯科医院 〒534-0013 06-6958-2336池田　大彦 池田　大彦 平10. 4. 1歯   診療所
     大阪市都島区内代町三丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     １０号エトワール内代１階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433952-01499 はしもと歯科医院 〒534-0015 06-6923-2310橋本　憲次 橋本　憲次 平11. 3. 4歯   診療所
     大阪市都島区善源寺町一丁目５番常　勤:    1 移転 現存
     ５４号都島高砂ビル２０１号 (歯       1) 平29. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434052-01507 三浦歯科医院 〒534-0012 06-6928-0008三浦　康伸 三浦　康伸 平11. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市都島区御幸町二丁目１番２常　勤:    3 継承 現存
     ８号 (歯       3) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434152-01515 医療法人智江会　飯島〒534-0024 06-6354-5177医療法人　智江会　理飯島　啓市 平11. 7. 1歯   小歯 診療所
     歯科クリニック 大阪市都島区東野田町四丁目７番常　勤:    1事長　飯島　啓市 組織変更 現存
     １８号菊本ビル２階 (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434252-01549 テルヤ歯科 〒534-0014 06-6925-6480照屋　盛秀 照屋　盛秀 平12.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市都島区都島北通一丁目２２常　勤:    1 新規 現存
     番１１号ＣＯＲＥ　ＢＬＤ１階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434352-01556 医療法人博和会　太田〒534-0024 06-6922-2263医療法人博和会　理事太田　博敏 平13. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科医院 大阪市都島区東野田町五丁目９番常　勤:    1長　太田　博敏 組織変更 歯外 現存
     １２号 (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 434452-01564 杉野矯正歯科クリニッ〒534-0014 06-6924-8211杉野　道崇 杉野　道崇 平13. 8. 1矯歯 診療所
     ク 大阪市都島区都島北通一丁目１番常　勤:    2 新規 現存
     ５号サンエール都島２階 (歯       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434552-01580 なかじま歯科 〒534-0016 06-6925-9990中嶋　作治 中嶋　作治 平14. 4. 1歯   診療所
     大阪市都島区友渕町一丁目６番３常　勤:    1 新規 現存
     号ローレルスクウェア都島ノース(歯       1) 平26. 4. 1
     ウィング１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434652-01598 なかや歯科 〒534-0015 06-6925-7771中家　麻里 中家　麻里 平14. 6. 1歯   診療所
     大阪市都島区善源寺町一丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     ４７号アクトワンビル２階 (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434752-01614 岡山歯科医院 〒534-0027 06-6351-8148岡山　哲郎 岡山　哲郎 平16. 2. 1歯   小歯 診療所
     大阪市都島区中野町四丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     １７号 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434852-01630 梅本歯科クリニック 〒534-0024 06-6354-8241梅本　匡 梅本　匡 平16. 1. 1歯   診療所
     大阪市都島区東野田町二丁目３番常　勤:    1 移転 現存
     ２６号サトウビルⅡ５階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434952-01648 医療法人　宇都宮歯科〒534-0002 06-6925-1854医療法人宇都宮歯科　宇都宮　一生 平16. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市都島区大東町二丁目２２番常　勤:    1理事長　宇都宮　一生 組織変更 現存
     ９号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435052-01663 ＣＯＭＥＳ　ＤＥＮＴ〒534-0024 06-6356-8241赤松　剛 赤松　剛 平16.11. 1歯   診療所
     ＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ 大阪市都島区東野田町二丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     ２０号大京西ビル２階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435152-01671 もとはら歯科クリニッ〒534-0021 06-6926-2610元原　秀高 元原　秀高 平17. 3. 1歯   小歯 診療所
     ク 大阪市都島区都島本通三丁目２４常　勤:    1 継承 現存
     番７号　Ｋ－１ビル３階 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435252-01689 大迫歯科医院 〒534-0014 06-6921-0240大迫　美之 大迫　美之 平17. 5.27歯   診療所
     大阪市都島区都島北通二丁目３番常　勤:    1 継承 現存
     ２５号 (歯       1) 平29. 5.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435352-01705 たまい歯科医院 〒534-0024 06-6357-3780玉井　秀人 玉井　秀人 平18. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市都島区東野田町五丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     地２２号大野ビル２階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 435452-01713 楠本歯科医院 〒534-0013 06-6957-1414楠本　ともみ 楠本　ともみ 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市都島区内代町二丁目１３番常　勤:    1 継承 現存
     ２号グランドメゾン都島１階４号(歯       1) 平30. 4. 1
     室 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435552-01721 アークマツイデンタル〒534-0024 06-6354-0377松井　俊秀 松井　俊秀 平18. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 大阪市都島区東野田町一丁目２番常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     １６号林ビル１階 (歯       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435652-01739 医療法人　ａｒｔｉｓ〒534-0024 06-6136-0877医療法人ａｒｔｉｓｔ坂口　勝啓 平18. 7. 1矯歯 歯   小歯診療所
     ｔｉｃ　ｄｅｎｔａｌ大阪市都島区東野田町二丁目２番常　勤:    2ｉｃ　ｄｅｎｔａｌｃ 組織変更 歯外 現存
     　ｃｌｉｎｉｃ １０号都島住宅京橋ビル２階２０(歯       2)ｌｉｎｉｃ　理事長　 平24. 7. 1
     ２号室 非常勤:    1新井　聖範
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435752-01747 西田歯科医院 〒534-0014 06-6922-2021西田　基之 西田　基之 平18. 8.28歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市都島区都島北通二丁目１２常　勤:    1 継承 現存
     番１９号 (歯       1) 平24. 8.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435852-01754 医療法人莉脩会　ヨシ〒534-0021 06-6925-5777医療法人莉脩会　理事小森　陽子 平18.12. 1歯   小歯 診療所
     ダデンタルクリニック大阪市都島区都島本通三丁目２７常　勤:    1長　 田　泰尚 新規 現存
     番１３号ベルエアー１階 (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435952-01762 大森歯科診療所 〒534-0025 06-6352-4588大森　英昭 大森　英昭 平18.11. 1歯   診療所
     大阪市都島区片町二丁目７番５７常　勤:    4 移転 現存
     シャンピア片町２０３号 (歯       4) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436052-01770 さくら歯科 〒534-0016 06-6925-4618大藪　昌央 大藪　昌央 平19. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市都島区友渕町一丁目７番２常　勤:    2 新規 現存
     ３号 (歯       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436152-01788 医療法人幸歯会　岡田〒534-0014 06-6921-2267医療法人　幸歯会　理福安　翔 平19. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 大阪市都島区都島北通一丁目４番常　勤:    2事長　岡田　幸明 新規 現存
     ２１号ディナスタビル２０１号室(歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436252-01820 都島総合歯科診療所 〒534-0015 06-6167-6487岡下　慶太郎 岡下　慶太郎 平21. 2. 1小歯 歯外 歯  診療所
     大阪市都島区善源寺町一丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     ５１号－２０１号 (歯       1) 平27. 2. 1
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 436352-01838 医療法人節和会　にこ〒534-0013 06-4254-1000医療法人節和会　理事山田　邦博 平21. 4. 1歯   歯外 診療所
     にこ歯科 大阪市都島区内代町二丁目４番１常　勤:    1長　佐伯　太朗 新規 現存
     ２号 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436452-01846 もりた歯科医院 〒534-0024 06-6355-0888森田　和子 森田　和子 平21. 3. 1歯   診療所
     大阪市都島区東野田町一丁目１４常　勤:    1 移転 現存
     番６号イーストクレセント１階 (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436552-01853 医療法人英信会　あい〒534-0016 06-6921-2728医療法人英信会　理事相原　克偉 平21. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     はら歯科・矯正歯科 大阪市都島区友渕町三丁目１番２常　勤:    5長　相原　克偉 組織変更 矯歯 現存
     ８号 (歯       5) 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436652-01861 医療法人　侑徳会　た〒534-0013 06-6957-6957医療法人侑徳会　理事外山　達也 平21. 7. 1歯   小歯 診療所
     つや歯科医院 大阪市都島区内代町一丁目２番２常　勤:    2長　外山　達也 組織変更 現存
     ８号都島メイプルビル１階 (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436752-01879 おだ歯科医院 〒534-0021 06-6925-2060小田　信昭 小田　信昭 平22. 1. 1歯   診療所
     大阪市都島区都島本通二丁目１１常　勤:    1 移転 現存
     番１３号エルプラド楠風１階１０(歯       1) 平28. 1. 1
     １号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436852-01887 医療法人　貴心会　増〒534-0024 06-6882-1118医療法人　貴心会　理大谷　真弘 平22. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     田歯科医院京橋院 大阪市都島区東野田町一丁目６番常　勤:    1事長　増田　勝彦 新規 現存
     １６号ワタヤ・コスモスビル３階(歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 436952-01911 医療法人新生会　ベル〒534-0016 06-6927-0118医療法人　新生会　理吉田　光則 平23. 4. 1歯   診療所
     パークデンタルクリニ大阪市都島区友渕町一丁目５番４常　勤:    2事長　吉田　光則 移転 現存
     ック 号ベルパークシティーＦ棟１階６(歯       2) 平29. 4. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437052-01929 林デンタルクリニック〒534-0014 06-6978-4618林　隆憲 林　隆憲 平23.10. 1歯   診療所
     大阪市都島区都島北通１－２－１常　勤:    1 新規 現存
     ４　カンタコート１Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437152-01945 村上歯科医院 〒534-0021 06-6929-0981村上　智史 村上　智史 平24. 9. 6歯   小歯 歯外診療所
     大阪市都島区都島本通１丁目８番常　勤:    1 移転 現存
     ８号 (歯       1) 平24. 9. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 437252-01952 ゆう歯科クリニック 〒534-0002 06-6922-4618梁本　盛弼 梁本　盛弼 平24.12. 1歯   小歯 診療所
     大阪市都島区大東町１丁目４番１常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437352-01978 医療法人　地の塩会　〒534-0022 06-6926-0021医療法人　地の塩会　李　容顯 平25. 1. 1歯   小歯 診療所
     プライマリー歯科クリ大阪市都島区都島中通三丁目１１常　勤:    1理事長　李　容顯 組織変更 現存
     ニック 番８号 (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437452-01986 にこまる歯科 〒534-0015 06-6928-3025福本　恭子 福本　恭子 平25. 2. 1歯   診療所
     大阪市都島区善源寺町２丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     １０号ＫＳＫビル１階 (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437552-01994 きょうばし矯正歯科ク〒534-0024 06-4801-9055永木　恵美子 永木　恵美子 平25. 4. 1矯歯 診療所
     リニック 大阪市都島区東野田町２丁目３－常　勤:    1 新規 現存
     １９ＭＦＫ京橋駅前ビル４階 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437652-02000 森永歯科クリニック 〒534-0015 06-6925-6400森永　昌義 森永　昌義 平25.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市都島区善源寺町２丁目８番常　勤:    1 移転 現存
     ２３号 (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437752-02018 医療法人　聖友会　く〒534-0021 06-6928-8088医療法人　聖友会　理窪田　友亮 平26. 1. 1歯   小歯 診療所
     ぼた歯科 大阪市都島区都島本通１丁目４番常　勤:    3事長　窪田　友亮 組織変更 現存
     １号 (歯       3) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437852-02026 橋川ともこ歯科医院 〒534-0001 06-6924-8088川添　智子 川添　智子 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市都島区毛馬町２丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     ４１号ソレアード１Ｆ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437952-02034 アスヒカル歯科 〒534-0013 06-6955-8919加藤　真悟 加藤　真悟 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市都島区内代町１丁目７－３常　勤:    1 新規 現存
     フォーラム都島内代駅前１階 (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438052-02042 都島中通り歯科 〒534-0022 06-6924-8855奥野　一摩 奥野　一摩 平26.12. 1歯   診療所
     大阪市都島区都島中通２丁目１２常　勤:    2 新規 現存
     番１号 (歯       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438152-02067 虫本歯科医院 〒534-0024 06-6921-7062虫本　浩介 虫本　浩介 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市都島区東野田町５丁目７番常　勤:    1 継承 現存
     ５号 (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
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 438252-02075 医療法人　都島プラザ〒534-0015 06-6167-9997医療法人都島プラザ歯江藤　隆仁 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 大阪市都島区善源寺町二丁目２番常　勤:    4科　理事長　江藤　隆 組織変更 現存
     ２２号 (歯       4)仁 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438352-02091 津田デンタルクリニッ〒534-0015 06-6922-6480津田　祐 津田　祐 平27. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市都島区善源寺町１丁目５－常　勤:    1 新規 現存
     ３７美代志ビル１階 (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438452-02109 西川歯科医院 〒534-0001 06-6923-2125西川　仁 西川　仁 平28. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市都島区毛馬町２－１１リバ常　勤:    1 新規 現存
     ーサイドしろきた３３号棟１階１(歯       1) 平28. 2. 1
     ０５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438552-02117 医療法人優俊会　みや〒534-0001 06-6921-6480医療法人優俊会　理事三宅　勝俊 平28. 1. 1歯   診療所
     け歯科医院 大阪市都島区毛馬町一丁目８番２常　勤:    2長　三宅　勝俊 組織変更 現存
     号 (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438652-02125 かさはら歯科医院 〒534-0027 06-6353-5656笠原　成浩 笠原　成浩 平28. 4.12歯   小歯 歯外診療所
     大阪市都島区中野町４丁目９番９常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438752-02133 やまもと歯科クリニッ〒534-0016 06-6964-4885山本　高史 山本　高史 平28. 7. 1歯   小歯 診療所
     ク 大阪市都島区友渕町二丁目９番２常　勤:    1 新規 現存
     ３号シャトー都島１階 (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438852-02141 さわだ歯科 〒534-0027 06-4253-1118澤多　宏章 澤多　宏章 平28.11. 1歯   診療所
     大阪市都島区中野町五丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438952-02158 医療法人愛歯会　なか〒534-0027 06-6352-4182医療法人愛歯会　理事中島　智之 平28.12. 1歯   小歯 診療所
     しま歯科クリニック 大阪市都島区中野町四丁目２０番常　勤:    1長　乾　文武 継承 現存
     アーベイン桜ノ宮駅前第２号棟１(歯       1) 平28.12. 1
     ０２号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 439052-02166 あかな歯科クリニック〒534-0016 06-7710-8874赤名　正仁 赤名　正仁 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市都島区友渕町三丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     号高倉第一コーポＡ棟６ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439152-02174 医療法人　優俊会　ワ〒534-0001 06-6924-8118医療法人　優俊会　理長谷川　千草 平29. 5.11小歯 歯   診療所
     ハハキッズデンタルみ大阪市都島区毛馬町一丁目１０番常　勤:    1事長　三宅　勝俊 新規 現存
     やけ歯科 １号プチトリアノン１階 (歯       1) 平29. 5.11
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439252-02182 医療法人英真会　山下〒534-0021 06-6923-6401医療法人英真会　理事山下　英明 平29. 9. 1歯   歯外 診療所
     歯科 大阪市都島区都島本通３丁目２３常　勤:    1長　山下　英明 組織変更 現存
     番５号堤ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439352-02190 たけしデンタルクリニ〒534-0016 06-6923-5454馬塲　健 馬塲　健 平30. 1.22歯   小歯 歯外診療所
     ック 大阪市都島区友渕町２丁目１５番常　勤:    1 新規 現存
     ２８号ベルファ２　１階 (歯       1) 平30. 1.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439452-02208 医療法人雅会　くが歯〒534-0027 06-6924-0418医療法人雅会　理事長久我　雅則 平30. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科医院 大阪市都島区中野町五丁目１３番常　勤:    3　久我　雅則 組織変更 現存
     ４号桜宮リバーシティタワープラ(歯       3) 平30. 3. 1
     ザアベニュー１階 非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439553-00374 堰口歯科医院 〒592-0003 0722(61)0795堰口　新二 堰口　新二 昭45. 5. 1歯   診療所
     高石市東羽衣３－１６－３８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439653-00507 南歯科医院 〒592-0002 0722-64-1182南　次郎 南　次郎 昭53.11. 1歯   診療所
     高石市羽衣一丁目１２番８号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439753-00564 湯川歯科医院 〒592-0013 0722-73-6480湯川　実 湯川　実 昭56. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     高石市取石一丁目１３番５号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439853-00572 古川歯科医院 〒592-0003 0722-64-6480古川　豪亮 古川　豪亮 昭56.10. 1歯   診療所
     高石市東羽衣一丁目１８番４７号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 439953-00598 木村歯科医院 〒592-0012 0722(65)3307木村　博 木村　博 昭57. 4. 1歯   診療所
     高石市西取石１－１８－２７ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440053-00655 立野歯科 〒592-0012 0722-65-3038立野　照久 立野　照久 昭61.10. 1歯   診療所
     高石市西取石五丁目１番１号トロ常　勤:    1 新規 現存
     シハイツ１階３号 (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440153-00689 医療法人　池田歯科診〒592-0005 0722-62-5587医療法人　池田歯科診池田　勝紀 昭62. 1. 1歯   診療所
     療所 高石市千代田五丁目２０番１６号常　勤:    1療所　理事長　池田　 組織変更 現存
     第２イナバビル１階 (歯       1)勝紀 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440253-00721 医療法人　坂本歯科医〒592-0003 0722-64-6481医療法人坂本歯科医院坂本　好司 平元. 7. 1歯   診療所
     院 高石市東羽衣六丁目１８番１６号常　勤:    1　理事長　坂本　好司 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440353-00747 山本歯科医院 〒592-0005 0722-61-1159山本　真裕 山本　真裕 平 2. 6. 1歯   診療所
     高石市千代田三丁目２番１号竹田常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440453-00754 医療法人　大橋小児歯〒592-0002 072-265-3231医療法人　大橋小児歯大橋　健治 平 3. 1. 1小歯 歯   矯歯診療所
     科医院 高石市羽衣一丁目６番３１号ルネ常　勤:    1科医院　理事長　大橋 組織変更 現存
     羽衣１・２階 (歯       1)　健治 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440553-00796 佐野歯科医院 〒592-0013 072-271-3534佐野　寿人 佐野　寿人 平 5. 8. 1歯   診療所
     高石市取石五丁目８番４５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440653-00804 医療法人　仲西歯科医〒592-0003 072-261-1321医療法人　仲西歯科医仲西　健豊 平 5. 7. 1歯   診療所
     院 高石市東羽衣三丁目２番２０号 常　勤:    2院　理事長　仲西　健 組織変更 現存
     (歯       2)樹 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440753-00820 大野歯科医院 〒592-0014 072-263-5662大野　高義 大野　高義 平 6. 1. 1歯   小歯 診療所
     高石市綾園一丁目１０番１－１０常　勤:    2 移転 現存
     １ (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 440853-00838 岡部歯科医院 〒592-0014 0722(66)0105岡部　満 岡部　満 平 6. 7. 1歯   小歯 診療所
     高石市綾園１－１２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440953-00853 ひの歯科医院 〒592-0014 0722-63-8011日野　聡 日野　聡 平 7.12. 1歯   小歯 診療所
     高石市綾園一丁目１１番２０号ク常　勤:    1 移転 現存
     レール綾園２階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441053-00895 むねお歯科 〒592-0014 0722-64-2148稲村　宗男 稲村　宗男 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     高石市綾園一丁目４番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441153-00911 医療法人秀元会　辻野〒592-0003 0722-65-8211医療法人秀元会　理事石田　嘉彦 平 9. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科医院 高石市東羽衣五丁目１４番１６号常　勤:    3長　辻野　三知子 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441253-00937 榎本歯科医院 〒592-0012 0722-63-4917榎本　初美 榎本　初美 平 9.12. 1歯   診療所
     高石市西取石一丁目１７番１０号常　勤:    1 新規 現存
     ２階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441353-00945 飯田歯科医院 〒592-0002 0722-61-8461飯田　哲也 飯田　哲也 平10. 4. 1歯   診療所
     高石市羽衣一丁目８番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441453-00960 柳田歯科医院 〒592-0005 0722-61-1964柳田　昌宏 柳田　昌宏 平10. 5.12歯   診療所
     高石市千代田五丁目９番１０号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441553-00994 伊東歯科医院 〒592-0012 0722-65-4401伊東　學 伊東　學 平12.10. 1歯   診療所
     高石市西取石三丁目５番１１号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441653-01000 医療法人佳晴会　綾園〒592-0014 0722-65-7163医療法人佳晴会　理事井上　淳詞 平13. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 高石市綾園一丁目１４番２８号 常　勤:    2長　篠﨑　敏和 新規 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441753-01034 岸田歯科 〒592-0004 072-266-4182岸田　睦彦 岸田　睦彦 平17. 1. 1歯   小歯 診療所
     高石市高師浜二丁目２番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
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 441853-01042 なかじま歯科医院 〒592-0003 0722-61-3805中島　康 中島　康 平17. 6. 1歯   診療所
     高石市東羽衣三丁目１０番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441953-01059 あおぞら歯科医院 〒592-0003 072-262-6004下井戸　さよ 下井戸　さよ 平18. 5. 1歯   小歯 診療所
     高石市東羽衣四丁目１１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442053-01067 下井戸歯科医院 〒592-0013 072-274-8043下井戸　博昭 下井戸　博昭 平19. 2. 1歯   診療所
     高石市取石七丁目１番４７号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442153-01083 医療法人三雅会　宮川〒592-0013 072-274-7868医療法人三雅会　理事宮川　佳二 平19. 7. 1歯   小歯 診療所
     歯科診療所 高石市取石六丁目１３番２２号 常　勤:    1長　宮川　佳二 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442253-01109 きたぐち歯科クリニッ〒592-0013 072-260-6400北口　敦史 北口　敦史 平19.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 高石市取石二丁目２番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442353-01117 医療法人恂美会　西浦〒592-0003 072-262-2218医療法人恂美会　理事 浦　剛 平20. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 高石市東羽衣三丁目５番１６号杉常　勤:    1長　西浦　剛 組織変更 現存
     本店舗１階南側 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442453-01133 医療法人　三陽会　三〒592-0014 072-267-0855医療法人　三陽会　理三井　七美 平23. 6. 1歯   診療所
     井歯科医院 高石市綾園４丁目２番１０号 常　勤:    2事長　三井　太郎 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442553-01141 とどう歯科クリニック〒592-0002 072-261-0343戸堂　耕造 戸堂　耕造 平23.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     高石市羽衣５丁目１２番４２号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442653-01158 もりした歯科医院 〒592-0011 072-262-6676森下　寛史 森下　寛史 平25. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     高石市加茂４丁目１１番７号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442753-01166 かとう歯科 〒592-0011 072-267-6480加藤　潤一 加藤　潤一 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     高石市加茂一丁目２１番２３号関常　勤:    1 新規 現存
     西スーパー高石駅前店２階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 442853-01174 のだ歯科クリニック 〒592-0014 072-262-4182野田　憲 野田　憲 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     高石市綾園一丁目３－１４　高石常　勤:    1 新規 現存
     ＤＳビル１０２ (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442953-01182 医療法人　兵頭歯科医〒592-0004 072-265-0955医療法人兵頭歯科医院兵頭　正道 平29. 5. 8歯   小歯 歯外診療所
     院 高石市高師浜３丁目２１番１号 常　勤:    1　理事長　兵頭　正道 移転 現存
     (歯       1) 平29. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443053-01190 なないろの森歯科クリ〒592-0014 072-266-7716森山　勝行 森山　勝行 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 高石市綾園１－４－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443153-01208 医療法人　木村歯科ク〒592-0005 072-267-2188医療法人木村歯科クリ木村　哲也 平30. 3. 1歯   小歯 診療所
     リニック 高石市千代田一丁目１１番１１号常　勤:    1ニック　理事長　木村 組織変更 現存
     ウエストプラザ高石２階 (歯       1)　哲也 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443254-00331 坂田歯科医院 〒595-0805 0725-33-1050坂田　達郎 坂田　達郎 昭49. 5. 1歯   診療所
     泉北郡忠岡町忠岡東一丁目３９番常　勤:    1 新規 現存
     ９号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443354-00356 タニ歯科医院 〒595-0812 0725-33-7766谷　泰雄 谷　泰雄 昭61. 9. 1歯   診療所
     泉北郡忠岡町忠岡中一丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     ２５号ロイヤルコーポ忠岡１階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443454-00372 齊藤歯科医院 〒595-0805 0725-22-8148齊藤　吉彦 斉藤　吉彦 昭62. 9. 1歯   診療所
     泉北郡忠岡町忠岡東二丁目８番５常　勤:    1 新規 現存
     号和田ビル２階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443554-00380 真嶋歯科医院 〒595-0805 0725-33-0418眞嶋　晃久 眞嶋　晃久 平元. 5. 1歯   小歯 診療所
     泉北郡忠岡町忠岡東一丁目１５番常　勤:    1 新規 現存
     １７号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443654-00406 杉原歯科医院 〒595-0812 0725-32-2064杉原　一彦 杉原　一彦 平 4. 1. 1歯   診療所
     泉北郡忠岡町忠岡中二丁目１８番常　勤:    1 継承 現存
     ２号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443754-00414 医療法人米壽会　米本〒595-0813 0725-31-4181医療法人米壽会　理事米本　知壽 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     歯科 泉北郡忠岡町忠岡南一丁目３番地常　勤:    1長　米本　壽史 新規 現存
     ２２号フラワーパレス１階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 443854-00422 正木歯科医院 〒595-0812 0725-22-2007正木　宏明 正木　宏明 平 9. 3. 1歯   小歯 診療所
     泉北郡忠岡町忠岡中三丁目２番３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443954-00448 ゆり齒科医院 〒595-0811 0725-22-6680横田　晋一 横田　晋一 平19. 4. 1歯   診療所
     泉北郡忠岡町忠岡北一丁目３番８常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444054-00471 医療法人　寺本歯科 〒595-0805 0725-21-6480医療法人　寺本歯科　寺本　正徳 平24.12.26歯   小歯 歯外診療所
     泉北郡忠岡町忠岡東１丁目１８番常　勤:    1理事長　寺本　正徳 移転 現存
     １７－１号 (歯       1) 平24.12.26
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444154-00489 別所デンタルクリニッ〒595-0805 0725-22-2685別所　希実 別所　希実 平28. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 泉北郡忠岡町忠岡東一丁目１４番常　勤:    4 継承 現存
     １２号勝元ビル２Ｆ (歯       4) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444255-00494 椎尾歯科医院 〒581-0032 0729-49-4675椎尾　公久 椎尾　公久 昭40. 6. 1歯   診療所
     八尾市弓削町１－１２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444355-00510 秋山歯科医院 〒581-0015 0729-22-5677秋山　敬子 秋山　敬子 昭40.12. 1歯   診療所
     八尾市刑部３２７－１２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平10.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444455-00825 川本歯科医院 〒581-0084 0729-22-2017川本　孝寛 川本　孝寛 昭47. 4. 1歯   診療所
     八尾市植松町五丁目１０番２５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444555-00841 田中歯科医院 〒581-0013 0729(99)1248田中　康博 田中　康博 昭48. 3. 1歯   診療所
     八尾市山本町南６－３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444655-00999 三原歯科医院 〒581-0834 0729-99-6968三原　茂昭 三原　茂昭 昭51.11.12歯   診療所
     八尾市萱振町３－１０６－５ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平24.11.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 444755-01005 駕田歯科医院 〒581-0004 0729-91-8308駕田　益男 駕田　益男 昭52. 5. 1歯   診療所
     八尾市東本町三丁目１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444855-01021 医療法人鳳友会　山本〒581-0867 0729-98-1880医療法人鳳友会　理事上田　善弘 昭52. 6. 1歯   診療所
     歯科 八尾市山本町三丁目４番２４号 常　勤:    1長　野洌　秀 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444955-01138 中谷歯科 〒581-0832 0729(98)0003中谷　誠秀 中谷　誠秀 昭54. 2. 1歯   診療所
     八尾市堤町２－３０－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445055-01153 長沢歯科医院 〒581-0013 0729(96)8548長澤　千秋 長澤　千秋 昭54. 4. 1歯   診療所
     八尾市山本町南５－８－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445155-01229 川村歯科医院 〒581-0865 0729-41-0415川村　和仁 川村　和仁 昭55. 1. 1歯   診療所
     八尾市服部川七丁目６１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445255-01245 新門歯科医院 〒581-0016 0729-94-8021新門　正昭 新門　正昭 昭55. 2.10歯   診療所
     八尾市八尾木北４丁目７番地新大常　勤:    2 新規 現存
     ビル２階 (歯       2) 平28. 2.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445355-01302 医療法人崇仁会　小室〒581-0072 0729-94-5661医療法人崇仁会　理事小室　美樹 昭55. 7. 1歯   診療所
     歯科久宝寺診療所 八尾市久宝寺二丁目３番１９号衣常　勤:    2長　小室　美樹 新規 現存
     摺商事ビル１階 (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445455-01310 中山歯科医院 〒581-0834 0729-99-9645中山　興之 中山　興之 昭55.12. 1歯   診療所
     八尾市萱振町五丁目１１番１３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445555-01336 伊津歯科医院 〒581-0004 0729-94-8148伊津　進弘 伊津　進弘 昭56. 8. 1歯   診療所
     八尾市東本町三丁目４番１８号ダ常　勤:    1 新規 現存
     イビル３階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445655-01344 小林歯科医院 〒581-0019 0729(98)3869小林　正幸 小林　正幸 昭57. 2. 1歯   診療所
     八尾市南小阪合町３－４－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
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 445755-01369 西脇歯科医院 〒581-0883 0729(41)9990西脇　明 西脇　明 昭57. 5. 1歯   診療所
     八尾市恩智中町１－７４　亀吉ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445855-01393 民谷歯科医院 〒581-0869 0729(99)5111民谷　暢敏 民谷　暢敏 昭57. 8. 1歯   診療所
     八尾市桜ケ丘４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 445955-01427 涌本歯科医院 〒581-0803 0729-97-6258涌本　昇 三浦　雅文 昭57.11. 1歯   小歯 診療所
     八尾市光町一丁目１９番３号ワク常　勤:    1 新規 現存
     モトビル２階 (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446055-01435 加藤歯科医院 〒581-0815 0729(99)6088加藤　隆一郎 加藤　隆一郎 昭58. 3. 1歯   診療所
     八尾市宮町一丁目４番１３号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446155-01526 なかたに歯科医院 〒581-0831 072-997-6565中谷　和央 中谷　和央 昭59. 6. 1歯   診療所
     八尾市山本町北五丁目８番７号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446255-01567 山田歯科 〒581-0072 0729(22)8548山田　昭彦 山田　昭彦 昭60. 5. 1歯   診療所
     八尾市久宝寺３－１５－４２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446355-01575 飯田歯科 〒581-0038 0729(48)3925飯田　敏明 飯田　敏明 昭60. 6. 1歯   診療所
     八尾市若林町３－１２６－１　八常　勤:    1 新規 現存
     尾南ハウスＡ棟１０８ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446455-01633 山本歯科診療所 〒581-0017 0729(91)3021山本　博之 山本　博之 昭60.10. 1歯   小歯 診療所
     八尾市高美町１－３－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446555-01674 平岡歯科医院 〒581-0871 0729-98-2501平岡　幹浩 平岡　幹浩 昭61. 6. 1歯   小歯 診療所
     八尾市高安町北一丁目１２２番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446655-01716 中務歯科医院 〒581-0061 0729-91-6480中務　利信 中務　利信 昭61.11. 1歯   診療所
     八尾市春日町三丁目５番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 446755-01724 大野歯科医院 〒581-0003 0729-94-0008大野　正光 大野　正光 昭62. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     八尾市本町六丁目１０番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446855-01757 ウエダヒデト歯科医院〒581-0002 0729-93-6482上田　秀人 上田　秀人 昭62. 6. 1歯   診療所
     八尾市東久宝寺三丁目４番２９号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446955-01765 結城歯科医院 〒581-0084 0729-24-0560結城　剛己 結城　剛己 昭62. 9. 1歯   診療所
     八尾市植松町四丁目８番４号ファ常　勤:    1 新規 現存
     ンション渋川１階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447055-01781 深尾歯科医院 〒581-0025 0729-49-0548深尾　章 深尾　章 昭63. 1.19歯   診療所
     八尾市天王寺屋２番６号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447155-01799 加納歯科医院 〒581-0867 072-922-8826加納　昌也 加納　昌也 昭63. 4. 1歯   小歯 診療所
     八尾市山本町一丁目８番２５号 常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447255-01807 阪本歯科 〒581-0013 072-922-9648阪本　充 阪本　充 昭63. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     八尾市山本町南４－１－３岩田ビ常　勤:    1 移転 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447355-01815 西村歯科医院 〒581-0088 0729-24-3456西村　博幸 西村　博幸 昭63. 7. 1歯   診療所
     八尾市松山町二丁目２番６号サン常　勤:    1 新規 現存
     ハイツ松山１階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447455-01831 ウラノ歯科医院 〒581-0847 0729(97)6726浦野　陽子 浦野　陽子 昭63. 8. 1歯   小歯 診療所
     八尾市東山本町２－４－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447555-01849 大音歯科医院 〒581-0802 0729(23)5388大音　博康 大音　博康 昭63.12. 1歯   診療所
     八尾市北本町二丁目１２番３０号常　勤:    1 新規 現存
     アンリハイツ１０１ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447655-01930 医療法人　浜沢歯科医〒581-0075 0729-22-8484医療法人浜沢歯科医院濱澤　弘 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 八尾市渋川町四丁目１０番２６号常　勤:    1　理事長　濱澤　弘 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 447755-01955 医療法人浩友会　森田〒581-0845 0729-97-2468医療法人浩友会　理事森田　享弘 平元. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 八尾市上之島町北二丁目２５番６常　勤:    2長　森田　享弘 組織変更 現存
     号 (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447855-01963 馬谷歯科医院 〒581-0883 0729-41-5541馬谷　勝美 馬谷　勝美 平元. 8. 1歯   小歯 診療所
     八尾市恩智中町２－３３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447955-01989 医療法人　海道歯科医〒581-0044 0729-94-8005医療法人海道歯科医院海道　充 平 2. 1. 1歯   診療所
     院 八尾市木の本一丁目３番１号 常　勤:    1　理事長　海道　充 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448055-01997 片山歯科医院 〒581-0085 0729-22-2912片山　満幸 片山　満幸 平 2. 5. 1歯   小歯 診療所
     八尾市安中町一丁目４番１６号シ常　勤:    1 新規 現存
     ャトーロワール１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448155-02003 とみた歯科医院 〒581-0095 0729-48-6456冨田　高明 冨田　高明 平 2. 5. 1歯   診療所
     八尾市田井中四丁目２４番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448255-02045 長井歯科医院 〒581-0001 0729-91-0160長井　健二 長井　健二 平 2.10. 1歯   診療所
     八尾市末広町二丁目１番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448355-02086 ばん歯科 〒581-0037 0729(48)7768伴　宏樹 伴　宏樹 平 3. 4. 1歯   診療所
     八尾市太田２－９６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448455-02144 わかば田中歯科医院 〒581-0843 0729-94-3719田中　正太郎 田中　正太郎 平 3.10. 1歯   小歯 診療所
     八尾市福万寺町南２－３０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448555-02177 竹内歯科 〒581-0004 072-922-8241竹内　淳 竹内　淳 平 3.12. 1歯   小歯 診療所
     八尾市東本町三丁目８番１６号石常　勤:    1 継承 現存
     井ビル２階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448655-02185 医療法人　東野歯科ク〒581-0831 0729-22-3320医療法人東野歯科クリ東野　陽一 平 4. 1. 1歯   小歯 診療所
     リニック 八尾市山本町北一丁目４番３号 常　勤:    1ニック　理事長　東野 組織変更 現存
     (歯       1)　陽一 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 448755-02201 医療法人甦歯会　もり〒581-0803 072-992-8148医療法人甦歯会　理事森川　充康 平 4. 4. 1歯   小歯 診療所
     かわ歯科リノアス診療八尾市光町二丁目６０リノアス７常　勤:    6長　森川　充康 移転 現存
     所 階 (歯       6) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448855-02219 中池歯科医院 〒581-0016 0729-95-0800中池　巖 中池　巖 平 4. 6. 1歯   診療所
     八尾市八尾木北六丁目９２番３号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448955-02227 植田歯科医院 〒581-0075 0729-22-4939植田　茂樹 植田　茂樹 平 4. 6. 1歯   小歯 診療所
     八尾市渋川町６－３－３４インプ常　勤:    1 新規 現存
     レッションコート１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449055-02268 内野歯科クリニック 〒581-0085 0729-22-4433内野　泰樹 内野　泰樹 平 4.10. 1歯   小歯 診療所
     八尾市安中町六丁目５番１４号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449155-02276 折田歯科医院 〒581-0018 0729-92-0558折田　高佳 折田　高佳 平 4.11. 1歯   診療所
     八尾市青山町五丁目８番３号青山常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階２Ａ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449255-02292 医療法人　上田歯科 〒581-0087 0729(94)8281医療法人上田歯科　理上田　明博 平 5. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     八尾市明美町１－１－２６ 常　勤:    1事長　上田　明博 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449355-02300 西岡歯科医院 〒581-0802 0729-99-5435西岡　隆 西岡　隆 平 5. 4. 1歯   診療所
     八尾市北本町三丁目５番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449455-02334 医療法人ふたば会　西〒581-0867 072-996-7455医療法人ふたば会　理西田　良一 平 5. 7. 1歯   診療所
     田歯科診療所 八尾市山本町一丁目７番２３号西常　勤:    1事長　西田　良一 組織変更 現存
     田ビル３階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449555-02342 あいかわ木の本歯科医〒581-0042 0729-95-1458相川　眞理 相川　眞理 平 5. 9. 1歯   小歯 診療所
     院 八尾市南木の本四丁目１番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449655-02359 吉崎歯科 〒581-0013 072-922-1401吉﨑　昌宏 吉﨑　昌宏 平 5. 7.27歯   診療所
     八尾市山本町南一丁目４番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.27
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   461 頁

 449755-02367 医療法人　たなか歯科〒581-0831 072-997-9511医療法人たなか歯科　田中　高夫 平 6. 1. 1歯   診療所
     八尾市山本町北七丁目４番１７号常　勤:    1理事長　田中　高夫 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449855-02375 浦野歯科医院 〒581-0867 0729-97-6601浦野　修 浦野　修 平 6. 4. 1歯   小歯 診療所
     八尾市山本町２－４－１３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449955-02409 医療法人　松下歯科 〒581-0883 0729(41)9164医療法人松下歯科　理松下　和彦 平 6. 7. 1歯   小歯 診療所
     八尾市恩智中町１－１２－２　明常　勤:    1事長　松下　和彦 組織変更 現存
     星ビル２Ｆ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450055-02417 たかはら歯科医院 〒581-0014 0729-22-6545高原　俊之 髙原　俊之 平 7. 5. 1歯   小歯 診療所
     八尾市中田二丁目４０５番地プロ常　勤:    1 新規 現存
     スベール高安１階 (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450155-02466 岡本歯科医院 〒581-0085 0729-24-8030岡本　功 岡本　功 平 7.12. 1歯   小歯 診療所
     八尾市安中町一丁目６番１３号ア常　勤:    1 新規 現存
     ーク八尾２階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450255-02482 岡田歯科クリニック 〒581-0868 072-925-1888岡田　永三 岡田　永三 平 8. 8. 1歯   小歯 診療所
     八尾市西山本町一丁目６番６号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450355-02508 福池歯科医院 〒581-0062 0729-93-7338福池　吉男 福池　吉男 平 8.12. 5歯   診療所
     八尾市東太子二丁目８番１１号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450455-02516 医療法人　山下歯科医〒581-0004 072-993-8800医療法人　山下歯科医山下　博一 平 9. 4. 1歯   診療所
     院 八尾市東本町三丁目６番８号嶋野常　勤:    1院　理事長　山下　博 移転 現存
     ビル３階 (歯       1)一 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450555-02524 医療法人　森川歯科八〒581-0003 0729-91-9700医療法人森川歯科八尾森川　正章 平 9. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     尾本町診療所 八尾市本町五丁目４番７号 常　勤:    2本町診療所　理事長　 組織変更 現存
     (歯       2)森川　正章 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450655-02532 岡歯科医院 〒581-0866 0729-96-3287岡　英一 岡　英一 平 9. 8. 1歯   診療所
     八尾市東山本新町一丁目１４番５常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平24. 8. 1
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 450755-02540 きりいし歯科・矯正歯〒581-0837 0729-98-7840桐石　憲一 桐石　憲一 平 9.11. 1歯   診療所
     科医院 八尾市緑ケ丘５番７５号武田ビル常　勤:    1 新規 現存
     １階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450855-02565 水野矯正歯科クリニッ〒581-0867 0729-23-1248水野　武治 水野　武治 平10. 5. 1矯歯 診療所
     ク 八尾市山本町一丁目７番５号さつ常　勤:    1 新規 現存
     きビル山本３階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450955-02573 たかさご歯科 〒581-0027 0729-90-5880髙砂　清隆 髙砂　清隆 平10. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     八尾市八尾木四丁目５９番地 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451055-02599 島田歯科医院 〒581-0081 0729-90-1321島田　卓也 島田　卓也 平10. 9. 1歯   小歯 診療所
     八尾市南本町一丁目９番７号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451155-02615 はっとり歯科 〒581-0874 0729-40-3880服部　誠 服部　誠 平11. 3. 1歯   小歯 診療所
     八尾市教興寺五丁目１０９番地４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451255-02623 ひらい歯科 〒581-0085 0729-25-5123平井　良周 平井　良周 平11. 5. 1歯   小歯 診療所
     八尾市安中町三丁目７番６号清水常　勤:    1 新規 現存
     本店ビル２階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451355-02631 大野歯科医院 〒581-0802 0729-22-0038大野　眞吾 大野　眞吾 平11. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     八尾市北本町二丁目４番９号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451455-02649 医療法人　さわだ歯科〒581-0867 072-999-8888医療法人　さわだ歯科澤田　靖斤位 平11. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     医院 八尾市山本町一丁目１０番５号 常　勤:    2医院　理事長　澤田　 移転 現存
     (歯       2)靖斤位 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451555-02656 乾歯科医院 〒581-0037 072-920-5530乾　善彦 乾　善彦 平12. 4. 1歯   診療所
     八尾市太田二丁目２３８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451655-02680 医療法人　横井歯科診〒581-0802 0729-96-0526医療法人　横井歯科診横井　憲二 平12.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     療所 八尾市北本町二丁目１５番３１号常　勤:    1療所　理事長　横井　 移転 現存
     梅村ビル１階 (歯       1)憲二 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451755-02706 やべ歯科クリニック 〒581-0882 0729-96-7820矢部　あづさ 矢部　あづさ 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     八尾市恩智北町一丁目２１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
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 451855-02714 医療法人明歯会　よし〒581-0063 0729-91-6464医療法人明歯会よしは 原　英一 平13. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     はら歯科医院 八尾市太子堂四丁目６番８号 常　勤:    1ら歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1) 原　英一 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451955-02730 医療法人弘達会　皆木〒581-0056 0729-24-8488医療法人弘達会　皆木皆木　敏弘 平13. 7. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 八尾市南太子堂二丁目２番６号昭常　勤:    1歯科医院　理事長　皆 組織変更 現存
     陽ビル２階Ｆ号室 (歯       1)木　敏弘 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452055-02771 南歯科医院 〒581-0847 0729-92-8017南　雄彦 南　雄彦 平14. 2. 1歯   小歯 診療所
     八尾市東山本町八丁目６番２４号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452155-02805 はせがわ歯科 〒581-0053 06-6769-5680長谷川　文洪 長谷川　文洪 平14. 7. 1歯   小歯 診療所
     八尾市竹渕東三丁目１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452255-02813 野村歯科 〒581-0013 0729-99-8879野村　和司 野村　和司 平14. 7. 1歯   小歯 診療所
     八尾市山本町南一丁目２番１号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452355-02821 やなぎ歯科 〒581-0874 0729-40-5656柳　昌幸 柳　昌幸 平14. 9. 1歯   診療所
     八尾市教興寺二丁目６３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452455-02839 にしむら歯科 〒581-0002 0729-91-8133西村　太賀男 西村　太賀男 平14.10.26歯   小歯 診療所
     八尾市東久宝寺一丁目２番２０号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26.10.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452555-02847 医療法人五月会　佐藤〒581-0013 0729-98-1578医療法人五月会　理事西村　華子 平15. 1. 1歯   診療所
     歯科医院 八尾市山本町南四丁目４番２５号常　勤:    2長　佐藤　元昭 組織変更 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452655-02854 医療法人　髙橋矯正歯〒581-0803 0729-97-0008医療法人　髙橋矯正歯髙橋　一郎 平15. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     科クリニック 八尾市光町一丁目６４番地　オカ常　勤:    1科クリニック　理事長 新規 現存
     ダビル　４階 (歯       1)　髙橋　一郎 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452755-02862 なかの歯科 〒581-0042 0729-90-1177中野　聖士 中野　聖士 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     八尾市南木の本二丁目２１番１５常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27. 5. 1
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 452855-02870 植野歯科医院 〒581-0021 0729-22-3524植野　茂 植野　茂 平15. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     八尾市山本高安町二丁目１２番１常　勤:    2 継承 現存
     ６号 (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452955-02938 やまもと歯科 〒581-0081 0729-92-8814山本　雄司 山本　雄司 平16. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     八尾市南本町八丁目１番１号ブラ常　勤:    1 新規 現存
     ウンハウス２階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453055-02946 医療法人甦歯会　もり〒581-0031 0729-49-4673医療法人甦歯会　理事森川　有里子 平15.12. 1歯   小歯 診療所
     かわ歯科志紀診療所 八尾市志紀町二丁目４５番地小枝常　勤:    3長　森川　充康 移転 現存
     ビル１階 (歯       3) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453155-02953 まえだ歯科医院 〒581-0081 0729-91-1288前田　誠子 前田　誠子 平16. 3. 1歯   小歯 診療所
     八尾市南本町六丁目６番３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453255-02961 谷川歯科医院 〒581-0036 0729-20-6480谷川　貴則 谷川　貴則 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     八尾市沼一丁目２７番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453355-02987 フクタニ歯科医院 〒581-0003 0729-92-2278福溪　康人 福溪　康人 平17. 1. 6歯   歯外 診療所
     八尾市本町一丁目４番１号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453455-03027 正樹歯科医院 〒581-0064 0729-23-0729内野　正樹 内野　正樹 平17.10. 1歯   小歯 診療所
     八尾市跡部本町一丁目４番３０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453555-03035 医療法人　どんぐり小〒581-0004 072-925-7888医療法人どんぐり小児土井　和弘 平18. 1. 1小歯 診療所
     児歯科 八尾市東本町三丁目５番３号　プ常　勤:    3歯科　理事長　土井　 組織変更 現存
     ラザサントリア２階Ａ (歯       3)和弘 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453655-03043 医療法人真勇会　並河〒581-0091 072-992-8548医療法人真勇会　理事並河　勇人 平18. 1. 1歯   歯外 診療所
     歯科クリニック 八尾市南植松町一丁目１番地１ 常　勤:    1長　並河　勇人 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453755-03050 つじた歯科 〒581-0061 0729-99-8241辻田　崇秀 辻田　崇秀 平18. 5. 1歯   小歯 診療所
     八尾市春日町一丁目９番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453855-03084 河村歯科医院 〒581-0086 072-929-0198河村　啓司 河村　啓司 平18. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     八尾市陽光園一丁目９番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
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 453955-03092 山本歯科クリニック 〒581-0074 072-995-8148山本　恵也 山本　恵也 平18. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     八尾市栄町２丁目５番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454055-03100 医療法人甦歯会　マイ〒581-0803 072-922-8148医療法人　甦歯会　理森川　眞紀 平18.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     デンタルクリニックも八尾市光町二丁目３番アリオ八尾常　勤:    4事長　森川　充康 移転 現存
     りかわ歯科 ２階 (歯       4) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454155-03118 医療法人徹眞会　ふく〒581-0085 072-995-9500医療法人徹眞会ふくら福良　健一朗 平19. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ら歯科診療所 八尾市安中町三丁目５番１５号 常　勤:    2歯科診療所　理事長　 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2)福良　健一朗 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454255-03126 田中歯科医院 〒581-0871 072-922-1543田中　照久 田中　照久 平19. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     八尾市高安町北一丁目８３番１号常　勤:    4 継承 現存
     (歯       4) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454355-03142 やまもと歯科 〒581-0015 072-923-3422山本　益夫 山本　益夫 平20. 8. 1歯   小歯 診療所
     八尾市刑部二丁目１０８番 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454455-03159 松村デンタルクリニッ〒581-0875 072-990-4180松村　康平 松村　康平 平20. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 八尾市高安町南一丁目１２５番地常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454555-03167 高安歯科クリニック 〒581-0883 072-943-8148髙安　良剛 髙安　良剛 平20.10. 1歯   小歯 診療所
     八尾市恩智中町一丁目４７番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454655-03175 平岡歯科医院 〒581-0038 072-948-0883平岡　睦雄 平岡　睦雄 平21. 8. 1歯   小歯 診療所
     八尾市若林町一丁目８７番地 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454755-03183 医療法人真明会　もん〒581-0868 072-923-6480医療法人真明会　理事門野　宏明 平22. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     の歯科 八尾市西山本町七丁目１０番１７常　勤:    1長　門野　宏明 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 454855-03191 医療法人魁　青山通り〒581-0017 072-928-5252医療法人魁　理事長　井上　芳之 平22. 3. 1小歯 歯   歯外診療所
     歯科診療所 八尾市高美町四丁目８番３号 常　勤:    4小坂　恵一 新規 現存
     (歯       4) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 454955-03209 やまうち歯科医院 〒581-0869 072-928-6111山内　忍 山内　忍 平22. 4. 1歯   小歯 診療所
     八尾市桜ケ丘三丁目１１２番３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455055-03217 塚本歯科医院 〒581-0867 072-999-9669塚本　剛一 塚本　剛一 平22. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     八尾市山本町一丁目８番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455155-03225 武田歯科医院 〒581-0816 072-922-7474武田　安弘 武田　安弘 平22.12.13歯   小歯 歯外診療所
     八尾市佐堂町三丁目６８番地 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.12.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455255-03258 かねこ歯科医院 〒581-0018 072-970-6180金子　秀三 金子　秀三 平23. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     八尾市青山町１丁目３番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455355-03274 医療法人信宏会　田治〒581-0031 072-948-0213医療法人信宏会　理事田治米　元信 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     米歯科クリニック 八尾市志紀町２丁目１８６番地テ常　勤:    1長　田治米　元信 組織変更 現存
     ィグリス枝川１階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455455-03282 松川歯科医院 〒581-0802 072-998-4181松川　善和 松川　善和 平23.11. 1歯   小歯 診療所
     八尾市北本町４丁目１番８号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455555-03290 さくら歯科医院 〒581-0869 072-922-8211大石　香奈子 大石　香奈子 平24. 4. 1歯   小歯 診療所
     八尾市桜ケ丘１丁目９２－１０１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455655-03308 藤本歯科医院 〒581-0031 072-949-6866藤本　広之 藤本　広之 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     八尾市志紀町３丁目１９番地１号常　勤:    2 継承 現存
     松井志紀駅ビル３０３ (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455755-03324 医療法人　平山デンタ〒581-0069 072-992-6480医療法人　平山デンタ平山　幸江 平24. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ルクリニック 八尾市龍華町一丁目４番３号メガ常　勤:    2ルクリニック　理事長 組織変更 現存
     シティタワーズ　２階 (歯       2)　平山　幸江 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455855-03332 あすか歯科クリニック〒581-0015 072-996-8431保田　明日香 保田　明日香 平24. 9. 1歯   診療所
     八尾市刑部１丁目１７９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 455955-03340 ふじた歯科 〒581-0013 072-998-6470藤田　明子 藤田　明子 平24.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     八尾市山本町南６丁目６番１７号常　勤:    1 新規 現存
     Ｍ’ｓスクエア１階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456055-03373 なぎ歯科 〒581-0834 072-951-4794南木　伸也 南木　伸也 平25. 6. 1歯   小歯 診療所
     八尾市萱振町２丁目１３７番地の常　勤:    1 新規 現存
     １３ (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456155-03381 小室歯科 〒581-0013 072-924-0566小室　崇 小室　崇 平25. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     八尾市山本町南１－２－１２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456255-03399 医療法人　宏療会　 〒581-0005 072-994-8282医療法人　宏療会　理 田　宏 平26. 1. 1歯   小歯 診療所
     田歯科医院 八尾市荘内町１丁目１番２７号 常　勤:    1事長　 田　宏 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456355-03407 ノエル貴島歯科 〒581-0086 072-995-5489貴島　伸樹 貴島　伸樹 平26. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     八尾市陽光園２－１－１３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456455-03415 おおなか歯科クリニッ〒581-0003 072-992-4180大仲　礼覚 大仲　礼覚 平26. 6. 1歯   小歯 診療所
     ク 八尾市本町７丁目２番４号サンパ常　勤:    1 新規 現存
     レス八尾１階 (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456555-03431 医療法人寿樹会　あさ〒581-0016 072-928-6480医療法人寿樹会　理事浅井　俊樹 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     い歯科クリニック 八尾市八尾木北６丁目３９ 常　勤:    2長　浅井　俊樹 組織変更 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456655-03456 まつ歯科クリニック 〒581-0032 072-948-5123松鹿　宰行 松鹿　宰行 平27. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     八尾市弓削町１丁目８６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456755-03472 八木歯科医院 〒581-0871 072-999-6858八木　孝子 八木　孝子 平27. 4. 1歯   小歯 診療所
     八尾市高安町北７丁目２３番地 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 456855-03480 みゆ歯科 〒581-0815 072-933-1818藤田　美有紀 藤田　美有紀 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     八尾市宮町４丁目１番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456955-03498 医療法人宝翔会　中井〒581-0002 072-923-6467医療法人宝翔会　理事中井　康壽 平27. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     歯科医院 八尾市東久宝寺三丁目１１番７号常　勤:    2長　中井　康壽 組織変更 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457055-03506 医療法人一艇会　もり〒581-0014 072-943-0418医療法人一艇会　理事森川　康之 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     かわ歯科・矯正歯科 八尾市中田二丁目２９ヴィラパン常　勤:    2長　森川　康之 組織変更 現存
     ヴィラージュ１階 (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457155-03514 小枝歯科医院 〒581-0003 072-922-2066小枝　泰彦 小枝　泰彦 平27.12.14歯   小歯 診療所
     八尾市本町７丁目１１番１８号南常　勤:    1 継承 現存
     加茂ビル３Ｆ (歯       1) 平27.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457255-03522 医療法人クローバー　〒581-0803 072-994-4182医療法人クローバー　保田　晃宏 平28. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     デンタルオフィスクロ八尾市光町１丁目２５ルミエール常　勤:    2理事長　保田　晃宏 新規 現存
     ーバー 八尾１階 (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457355-03530 みやけ歯科医院 〒581-0867 072-999-2048三宅　秀和 三宅　秀和 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     八尾市山本町一丁目３番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457455-03548 ホワイト歯科医院 〒581-0025 072-968-9721仙石　学 仙石　学 平28.10. 1歯   小歯 診療所
     八尾市天王寺屋五丁目１７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457555-03555 はやし歯科 〒581-0001 072-911-2320林　慶彦 林　慶彦 平28.11. 1歯   小歯 診療所
     八尾市末広町二丁目４番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457655-03563 医療法人　そらいろ歯〒581-0013 072-997-3311医療法人そらいろ歯科松場　大二郎 平29. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     科 八尾市山本町南一丁目３番２２号常　勤:    1　理事長　松場　大二 組織変更 現存
     　西藪ビル１Ｆ (歯       1)郎 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   469 頁

 457755-03571 医療法人善心会　谷口〒581-0069 072-924-0008医療法人善心会　理事谷口　善三郎 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科クリニック 八尾市龍華町二丁目１番１号　坂常　勤:    1長　谷口　善三郎 組織変更 矯歯 現存
     本ビル２階 (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457855-03589 医療法人三寿会　タミ〒581-0072 072-991-5678医療法人三寿会　理事田宮　俊明 平29. 8. 1歯   小歯 診療所
     ヤ歯科クリニック 八尾市久宝寺四丁目１番３１号 常　勤:    1長　奥田　昌弘 継承 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457955-03597 小川歯科医院 〒581-0869 072-997-5620小川　義貞 小川　義貞 平29. 8.28歯   小歯 診療所
     八尾市桜ケ丘１丁目１０番２桜ケ常　勤:    2 移転 現存
     丘クリニックビル１階 (歯       2) 平29. 8.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458055-03605 医療法人薫歯会　志紀〒581-0031 072-949-9414医療法人薫歯会　理事兒玉　宏 平29.11. 1歯   小歯 診療所
     ファミリー歯科 八尾市志紀町３丁目１０番地 常　勤:    2長　山根　清薫 移転 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458155-03613 田中歯科医院 〒581-0883 072-941-3033田中　佐京 田中　佐京 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     八尾市恩智中町１－８１サンライ常　勤:    2 継承 現存
     ズビル１Ｆ (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458256-00112 山本歯科医院 〒590-0504 0724-83-2480山本　脩二 山本　脩二 昭32.10. 1歯   診療所
     泉南市信達市場１１３８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458356-00385 関歯科医院 〒590-0503 0724-82-5684関　紘志 関　紘志 昭53. 2. 1歯   診療所
     泉南市新家３３６５－２６９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458456-00401 兼井デンタルクリニッ〒590-0522 07248(4)2169兼井　孝広 兼井　孝広 昭54. 8. 1歯   歯外 診療所
     ク 泉南市信達牧野２６７－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458556-00427 藤澤歯科医院 〒590-0521 0724(82)3357藤澤　長登司 藤澤　長登司 昭57. 3. 1歯   診療所
     泉南市樽井５－３９－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 458656-00435 イケブチ歯科 〒590-0521 0724(82)1770池渕　佳史 池渕　佳史 昭57. 3.19歯   診療所
     泉南市樽井６－１１－１５ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458756-00484 奥歯科医院 〒590-0522 0724-83-0819奥　雅弘 奥　雅弘 昭61.11. 1歯   小歯 診療所
     泉南市信達牧野１１６－４栄ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458856-00500 山本歯科医院 〒590-0522 0724(84)1180山本　知則 山本　知則 昭63. 6. 3歯   診療所
     泉南市信達牧野４４－４　恵ビル常　勤:    1 移転 現存
     １Ｆ　 (歯       1) 平30. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458956-00542 医療法人　若狭歯科医〒590-0521 0724-83-3318医療法人若狭歯科医院若狹　薫滋 平 4. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 泉南市樽井六丁目３番１９号 常　勤:    1　理事長　若狭　薫滋 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459056-00575 かめもと歯科医院 〒590-0526 072-485-3388亀本　晃 亀本　晃 平 5. 4. 1歯   診療所
     泉南市男里六丁目１４番３号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459156-00583 医療法人岡谷会　岡谷〒590-0531 072-483-8051医療法人岡谷会　理事岡谷　太星 平 5. 7. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 泉南市岡田五丁目２６番２０号 常　勤:    1長　岡谷　太星 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459256-00617 医療法人　うおずみ歯〒590-0503 072-484-5175医療法人　うおずみ歯 住　智子 平 5. 8.23歯   矯歯 小歯診療所
     科診療所 泉南市新家２８９２番地ファミー常　勤:    4科診療所　理事長　魚 移転 現存
     ル南大阪１階 (歯       4)住　智子 平29. 8.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459356-00716 くすもと歯科医院 〒590-0503 0724-83-4182楠本　雅之 楠本　雅之 平13.11. 1歯   小歯 診療所
     泉南市新家４４９８番２号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25.11. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459456-00724 医療法人翔嗣会　ほり〒590-0505 0724-84-0987医療法人翔嗣会　理事堀口　文嗣 平14. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ぐち歯科 泉南市信達大苗代３６５番地の５常　勤:    2長　堀口　文嗣 組織変更 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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 459556-00732 岸村歯科医院 〒590-0522 0724-84-5787岸村　孝郎 岸村　孝郎 平16. 3.15歯   小歯 矯歯診療所
     泉南市信達牧野７０番１９号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459656-00765 たくま歯科医院 〒590-0504 0724(84)1174宅間　雅彦 宅間　雅彦 平17.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     泉南市信達市場４２５－８ 常　勤:    1 移転 歯外 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459756-00773 医療法人　薫歯会　や〒590-0535 072-484-8341医療法人　薫歯会　理菊田　愛雄 平18. 9. 1歯   小歯 診療所
     すらぎ歯科クリニック泉南市りんくう南浜３番１２　イ常　勤:    2事長　山根　清薫 組織変更 現存
     オンりんくう泉南ショピングセン(歯       2) 平24. 9. 1
     ター１階 非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459856-00815 医療法人優祉会　坂本〒590-0503 072-482-1123医療法人優祉会　理事関　康宏 平20. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科クリニック 泉南市新家２９６５番地の１ショ常　勤:    1長　坂本　吉史 組織変更 現存
     ッピングプラザハブ２階 (歯       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459956-00849 医療法人泉心会　吉田〒590-0521 072-484-4477医療法人泉心会　理事吉田　幸司 平23. 7. 1歯   診療所
     歯科クリニック 泉南市樽井２丁目３３番２５号 常　勤:    1長　吉田　幸司 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460056-00864 医療法人　たじま歯科〒590-0521 072-482-8241医療法人　たじま歯科田島　真治 平25. 7. 1歯   小歯 診療所
     泉南市樽井２丁目２３番５号 常　勤:    1　理事長　田島　真治 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460156-00872 上林歯科医院 〒590-0522 072-485-0118上林　久人 上林　久人 平27. 6. 1歯   診療所
     泉南市信達牧野２３７－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460256-00880 医療法人　ワカノ歯科〒590-0505 072-483-3415医療法人ワカノ歯科診若野　新八 平30. 3. 1歯   小歯 診療所
     診療所 泉南市信達大苗代３６番地の１０常　勤:    2療所　理事長　若野　 組織変更 現存
     (歯       2)新八 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460357-00334 高橋ナワテ歯科医院 〒575-0002 072-879-4780高橋　優治 高橋　優治 昭57. 7. 1歯   診療所
     四條畷市岡山２－１６－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460457-00359 川村歯科医院 〒575-0024 072-878-6588川村　幸正 川村　幸正 昭59. 2. 1歯   矯歯 診療所
     四條畷市塚脇町５番１２号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
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 460557-00409 さわだ歯科医院 〒575-0021 072-877-8801澤田　和長 澤田　和長 昭61. 7. 1歯   診療所
     四條畷市南野一丁目５番２０号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460657-00433 医療法人　山村歯科医〒575-0032 072-878-8547医療法人　山村歯科医山村　伸一 平 3. 7. 1歯   診療所
     院 四條畷市米崎町１３－３６ 常　勤:    2院　理事長　山村　伸 組織変更 現存
     (歯       2)一 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460757-00441 山口歯科 〒575-0002 072-879-5055山口　和宏 山口　和宏 平 4. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     四條畷市岡山一丁目９番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460857-00482 医療法人　のむら歯科〒575-0003 072-862-1020医療法人のむら歯科　野村　昭人 平 9. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     四條畷市岡山東一丁目８番２号小常　勤:    1理事長　野村　昭人 組織変更 矯歯 現存
     南忍ヶ丘ビル２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460957-00532 医療法人大桑会　たい〒575-0023 072-803-4618医療法人大桑会　理事太地　康博 平15. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     じ歯科医院 四條畷市楠公一丁目１１番４８号常　勤:    2長　太地　康博 組織変更 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461057-00540 上原歯科医院 〒575-0013 0743-79-9032上原　裕之 上原　裕之 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     四條畷市田原台四丁目６番２号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461157-00557 西田歯科・矯正歯科 〒575-0023 072-877-7001西田　貴彦 西田　貴彦 平16. 2. 1歯   小歯 診療所
     四條畷市楠公一丁目１５番８号宏常　勤:    4 移転 現存
     明荘１階 (歯       4) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461257-00599 医療法人　雲川歯科医〒575-0013 0743-71-2345医療法人　雲川歯科医雲川　秀雄 平17. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 四條畷市田原台五丁目１７番１６常　勤:    1院　理事長　雲川　秀 組織変更 現存
     号 (歯       1)雄 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461357-00607 医療法人紀文会　向井〒575-0033 072-862-0123医療法人紀文会　理事向井　紀文 平18. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 四條畷市美田町７番１０号 常　勤:    1長　向井　紀文 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461457-00615 医療法人賢秀会　髙橋〒575-0002 072-879-0648医療法人賢秀会　理事髙橋　敏 平19. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 四條畷市岡山二丁目１番５７号 常　勤:    2長　髙橋　敏廣 組織変更 現存
     (歯       2) 平25. 7. 1
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 461557-00623 いあい歯科医院 〒575-0023 072-878-9630居相　信之 居相　信之 平19.10. 1歯   小歯 診療所
     四條畷市楠公一丁目１４番１号大常　勤:    1 移転 現存
     峠ビル１階 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461657-00631 むらなか歯科 〒575-0035 072-876-3735村中　淳哉 村中　淳哉 平20. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     四條畷市雁屋北町４番１１号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461757-00649 医療法人河野歯科　四〒575-0002 072-803-3055医療法人河野歯科　理河野　元一 平26. 9. 1歯   小歯 診療所
     條畷歯科クリニック 四條畷市岡山１丁目２５番２２号常　勤:    1事長　河野　元一 組織変更 現存
     平井ビル１階 (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461857-00656 医療法人壮貴会　エス〒575-0001 072-813-2520医療法人壮貴会　理事杼村　将広 平27.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     エイ歯科医院　イオン四條畷市砂四丁目３番２号イオン常　勤:    3長　坂本　滋規 新規 現存
     モール四條畷 モール四條畷２階 (歯       3) 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461957-00664 山内歯科医院 〒575-0033 072-877-5330山内　健夫 山内　健夫 平27.10. 1歯   診療所
     四條畷市美田町１番３号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462057-00672 医療法人志清会　清水〒575-0002 072-876-8801医療法人志清会　理事清水　豊 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 四條畷市岡山二丁目１番７０号 常　勤:    2長　清水　豊 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462157-00680 戸尾歯科クリニック 〒575-0023 072-879-8811戸尾　善哉 戸尾　善哉 平29. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     四條畷市楠公２－９－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462257-00698 四條畷なんこう通り歯〒575-0023 072-863-1811武田　邦太郎 武田　邦太郎 平29. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     科 四條畷市楠公１丁目１１番５８号常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462357-00706 たにむら歯科口腔外科〒575-0013 0743-85-6400谷村　昌哉 谷村　昌哉 平30. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     四條畷市田原台４丁目４番２８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462458-01413 尾崎歯科医院 〒547-0044 06-6791-0615尾嵜　忠輝 尾崎　忠輝 昭38.10. 1歯   診療所
     大阪市平野区平野本町四丁目１１常　勤:    1 継承 現存
     番１５号 (歯       1) 平29.10. 1
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 462558-01702 中田歯科医院 〒547-0044 06-6791-6334中田　親良 中田　親良 昭43. 4. 1歯   診療所
     大阪市平野区平野本町５－５－７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462658-01728 歯科門奈医院 〒547-0044 06-6792-8070門奈　 石 門奈　 石 昭43. 5. 1歯   診療所
     大阪市平野区平野本町五丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     ２５号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462758-01876 葛下歯科医院 〒547-0001 06-6757-5830葛下　和子 葛下　和子 昭46. 8. 1歯   診療所
     大阪市平野区加美北一丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462858-02114 浅野歯科医院 〒547-0002 06-6793-9021浅野　清一 浅野　清一 昭52. 4. 1歯   診療所
     大阪市平野区加美東４－９－２３常　勤:    1 新規 現存
     　山野マンション２階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462958-02130 神吉歯科医院 〒547-0024 06-6790-1000神吉　弘文 神吉　弘文 昭52.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市平野区瓜破三丁目３番１６常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463058-02163 尾崎歯科医院 〒547-0022 06-6790-0648尾崎　清高 尾崎　清高 昭53. 7. 1歯   診療所
     大阪市平野区瓜破東二丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     ２１号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463158-02171 岡本歯科診療所 〒547-0026 06-6704-0435岡本　九十九 岡本　九十九 昭53.12. 1歯   診療所
     大阪市平野区喜連西四丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463258-02189 奥田歯科医院 〒547-0001 06-6793-5088奥田　嘉德 奥田　嘉德 昭54. 2. 1歯   診療所
     大阪市平野区加美北６－１４－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463358-02213 金井歯科医院 〒547-0016 06-6709-0322金井　潤次 金井　潤次 昭54. 9. 1歯   診療所
     大阪市平野区長吉長原３－５－３常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463458-02312 密田歯科医院 〒547-0033 06-6702-0071密田　享 密田　享 昭55. 7. 1歯   診療所
     大阪市平野区平野西四丁目３番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463558-02346 中尾歯科医院 〒547-0027 06-6799-2503中尾　幸司 中尾　幸司 昭56. 1. 1歯   診療所
     大阪市平野区喜連六丁目７番１２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 1. 1
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 463658-02387 坪田歯科医院 〒547-0032 06-6799-1340坪田　雅夫 坪田　雅夫 昭56. 6. 1歯   診療所
     大阪市平野区流町三丁目２番５号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463758-02403 森田歯科医院 〒547-0024 06-6790-1015森田　昭平 森田　昭平 昭57. 1. 1歯   診療所
     大阪市平野区瓜破二丁目１番６－常　勤:    1 新規 現存
     ２０３ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463858-02411 カナウミ歯科 〒547-0002 06-6794-2255金海　弘 金海　弘 昭57. 5. 1歯   診療所
     大阪市平野区加美東１－８－１３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 463958-02429 中道歯科医院 〒547-0027 06-6708-8254中道　京子 中道　京子 昭57. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市平野区喜連７－９－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464058-02486 後藤歯科医院 〒547-0013 06-6709-3023後藤　雄嗣 後藤　雄嗣 昭59. 2. 1歯   診療所
     大阪市平野区長吉長原東一丁目７常　勤:    1 新規 現存
     番２８号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464158-02528 吉田歯科 〒547-0035 06-6705-3003吉田　一則 吉田　一則 昭59. 8. 1歯   診療所
     大阪市平野区西脇三丁目５番３３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464258-02544 森本歯科 〒547-0011 06-6799-1800森本　剛 森本　剛 昭60. 6. 1歯   診療所
     大阪市平野区長吉出戸４－５－３常　勤:    1 新規 現存
     ８エレガントハイツ長吉２１０　(歯       1) 平30. 6. 1
     ２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464358-02577 田中歯科医院 〒547-0025 06-6702-2494田中　潔 田中　潔 昭61. 7. 1歯   診療所
     大阪市平野区瓜破西一丁目６番２常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464458-02585 太口歯科 〒547-0012 06-6709-1189太口　裕弘 太口　裕弘 昭61. 7. 1歯   診療所
     大阪市平野区長吉六反三丁目２１常　勤:    1 新規 現存
     番１４号 (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464558-02643 新村歯科医院 〒547-0044 06-6794-3291新村　猛 新村　猛 昭62. 8. 1歯   診療所
     大阪市平野区平野本町二丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     番２５号吉豊ビル２階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 464658-02668 岡山歯科医院 〒547-0031 06-6790-5247岡山　 樹 岡山　 樹 昭63. 2. 1歯   診療所
     大阪市平野区平野南２－４－２３常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464758-02676 松島歯科医院 〒547-0022 06-6790-8005松島　健治 松島　健治 昭63. 4. 1歯   診療所
     大阪市平野区瓜破東２－８－１６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464858-02684 奥村歯科医院 〒547-0024 06-6799-1145奥村　直孝 奥村　直孝 昭63. 5. 1歯   診療所
     大阪市平野区瓜破２－１－６０ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464958-02692 奥村歯科 〒547-0012 06-6799-1316奥村　雅二 奥村　雅二 昭63. 5. 1歯   診療所
     大阪市平野区長吉六反３－１７－常　勤:    1 継承 現存
     １１ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465058-02718 中野歯科 〒547-0006 06-6793-5885中野　徹司 中野　徹司 昭63.10. 1歯   診療所
     大阪市平野区加美正覚寺３－６－常　勤:    1 新規 現存
     ２６ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465158-02767 畑中歯科医院 〒547-0026 06-6702-8211畑中　昭男 畑中　昭男 平元. 7. 1歯   診療所
     大阪市平野区喜連西一丁目１２番常　勤:    1 新規 現存
     ９号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465258-02783 中川歯科医院 〒547-0013 06-6706-1180中川　英雄 中川　英雄 平元. 6.29歯   診療所
     大阪市平野区長吉長原東一丁目７常　勤:    3 移転 現存
     番１６－１０１ (歯       3) 平28. 6.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465358-02791 医療法人　湯川歯科医〒547-0015 06-6709-6474医療法人湯川歯科医院丹羽　貴之 平元. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 大阪市平野区長吉長原西一丁目１常　勤:    3　理事長　湯川　正頼 組織変更 歯外 現存
     番１０号イオン長吉店２階２１６(歯       3) 平28. 7. 1
     号 非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465458-02825 よこい歯科 〒547-0032 06-6700-7585横井　徹 横井　徹 平 2. 6. 1歯   診療所
     大阪市平野区流町四丁目１２番１常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465558-02833 豊栖歯科医院 〒547-0043 06-6792-0858豊栖　章 豊栖　章 平 2. 5. 1歯   診療所
     大阪市平野区平野東二丁目８番１常　勤:    2 移転 現存
     １号 (歯       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 465658-02841 医療法人　前田歯科医〒547-0021 06-6790-1752医療法人前田歯科医院前田　衞大 平 2. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 大阪市平野区喜連東四丁目１番１常　勤:    1　理事長　前田　衞大 組織変更 現存
     １号明浄マンション１階 (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465758-02866 クチイ歯科医院 〒547-0024 06-6706-2564口井　春幸 口井　春幸 平 2.12. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区瓜破三丁目２番４４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465858-02874 佐藤歯科医院 〒547-0002 06-6796-3102佐藤　光伸 佐藤　光伸 平 3. 1. 1歯   診療所
     大阪市平野区加美東五丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465958-02882 古川歯科診療所 〒547-0016 06-6706-5670古川　弘一 古川　弘一 平 3. 2. 1歯   診療所
     大阪市平野区長吉長原１－１－４常　勤:    1 新規 現存
     ３ティアラ長吉２階７号 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466058-02924 吉原歯科医院 〒547-0026 06-6797-0998吉原　浩二 吉原　浩二 平 3. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区喜連西４－６－５９常　勤:    1 新規 現存
     　西田マンション１階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466158-02940 医療法人惠友会　柿野〒547-0044 06-6791-2623医療法人惠友会　柿野柿野　雅一 平 3. 7. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 大阪市平野区平野本町１－６－１常　勤:    2歯科医院　理事長　柿 組織変更 現存
     ２ (歯       2)野　雅一 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466258-02957 つもり歯科 〒547-0046 06-6794-8241津守　威夫 津守　威夫 平 3.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区平野宮町一丁目６番常　勤:    1 新規 現存
     １号メガロコープヒラノ１号棟１(歯       1) 平24.10. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466358-02981 医療法人若葉会　今井〒547-0044 06-6793-3600医療法人若葉会　理事今井　慎哉 平 4. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科 大阪市平野区平野本町二丁目１０常　勤:    1長　今井　慎哉 組織変更 現存
     番５号 (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466458-03005 藤村歯科医院 〒547-0021 06-6701-8148藤村　広志 藤村　広志 平 5. 2. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区喜連東三丁目５番６常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 466558-03013 医療法人　藤村歯科ク〒547-0034 06-6703-7717医療法人藤村歯科クリ藤村　浩三 平 5. 1. 1歯   矯歯 診療所
     リニック 大阪市平野区背戸口五丁目４番２常　勤:    1ニック　理事長　藤村 組織変更 現存
     号アヴィタシオン秋月１階 (歯       1)　浩三 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466658-03021 池田歯科医院 〒547-0015 06-6701-8211池田　圭一 池田　圭一 平 5. 5. 1歯   診療所
     大阪市平野区長吉長原西一丁目５常　勤:    1 新規 現存
     番３８号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466758-03039 医療法人　竹森歯科医〒547-0013 06-6700-4181医療法人竹森歯科医院竹森　康仁 平 5. 7. 1歯   診療所
     院 大阪市平野区長吉長原東三丁目１常　勤:    2　理事長　竹森　康仁 組織変更 現存
     番７１号ナガハラレジデンス２階(歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466858-03054 あずま小児歯科 〒547-0021 06-6705-1592東　伸行 東　伸行 平 5.12. 1小歯 診療所
     大阪市平野区喜連東四丁目４番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号ルシーダ１階１０１号 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466958-03096 谷口歯科 〒547-0043 06-6791-8883谷口　紀英 谷口　紀英 平 7.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区平野東三丁目６番２常　勤:    1 新規 現存
     ０号 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467058-03104 砂田歯科医院 〒547-0046 06-6791-4482砂田　直子 砂田　直子 平 7.10.22歯   診療所
     大阪市平野区平野宮町一丁目１番常　勤:    1 継承 現存
     ３号 (歯       1) 平28.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467158-03120 かりやぞの歯科 〒547-0024 06-6799-3718仮屋園　誠 仮屋園　誠 平 8. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区瓜破二丁目１番６５常　勤:    1 新規 現存
     号ミタカホーム８番２階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467258-03146 水井歯科医院 〒547-0027 06-6709-7006水井　雅則 水井　雅則 平 8. 7. 1歯   診療所
     大阪市平野区喜連四丁目５番９号常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467358-03179 平井歯科 〒547-0042 06-6793-5454平井　拓也 平井　拓也 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区平野市町２丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     １２号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467458-03195 山内歯科 〒547-0024 06-6708-8686山内　志津子 山内　志津子 平 9. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区瓜破一丁目１番２３常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467558-03203 医療法人　たに歯科医〒547-0004 06-6793-4409医療法人　たに歯科医谷　紳一 平10. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 大阪市平野区加美鞍作一丁目４番常　勤:    1院　理事長　谷　紳一 組織変更 歯外 現存
     ５号 (歯       1) 平28. 7. 1
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 467658-03237 山田歯科 〒547-0025 06-6703-1300山田　稔之 山田　稔之 平10.10.10歯   診療所
     大阪市平野区瓜破西一丁目８番２常　勤:    1 移転 現存
     ９号 (歯       1) 平28.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467758-03245 藤井歯科医院 〒547-0013 06-4302-1682藤井　勉 藤井　勉 平10.12. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区長吉長原東三丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ３番１０号 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467858-03252 宮本歯科医院 〒547-0006 06-4303-1181宮本　尚武 宮本　尚武 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区加美正覚寺二丁目１常　勤:    1 新規 現存
     １番１８号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467958-03260 櫻井歯科 〒547-0013 06-6707-4057桜井　宏守 桜井　宏守 平11. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区長吉長原東二丁目３常　勤:    1 移転 現存
     番２４号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468058-03286 そなみ歯科医院 〒547-0016 06-6700-1184曽波　正樹 曽波　正樹 平11. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区長吉長原一丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     ９号ラ・フォルテ森本１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468158-03310 芝野歯科クリニック 〒547-0033 06-6769-8241芝野　勝一 芝野　勝一 平11. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市平野区平野西五丁目５番１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ６号平野メディカルビル２階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468258-03328 やまもと歯科 〒547-0022 06-6769-8282山本　勇一 山本　勇一 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区瓜破東三丁目６番４常　勤:    1 新規 現存
     ９号ダイヤモンドハイツ橋原１階(歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468358-03351 ながやま歯科 〒547-0043 06-4303-1655永山　公太 永山　公太 平11.11. 1歯   診療所
     大阪市平野区平野東一丁目１番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468458-03385 たかはし歯科医院 〒547-0012 06-6760-2111髙橋　司 髙橋　司 平12. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区長吉六反二丁目１２常　勤:    1 新規 現存
     番１５号サンシャイン芝田ハイツ(歯       1) 平30. 1. 1
     １階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468558-03393 脇田歯科 〒547-0041 06-6792-1256脇田　愼一 脇田　愼一 平11.12. 1歯   診療所
     大阪市平野区平野北一丁目１０番常　勤:    1 移転 現存
     ３７号 (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 468658-03401 かわなみ歯科 〒547-0011 06-6790-5333川浪　孝明 川浪　孝明 平12. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区長吉出戸一丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ４７号 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468758-03419 江上歯科 〒547-0044 06-6792-3600江上　浩史 江上　浩史 平12. 3. 1歯   診療所
     大阪市平野区平野本町五丁目１４常　勤:    1 新規 現存
     番２０号日野上ビル１階 (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468858-03468 太田歯科 〒547-0034 06-6769-6618太田　輝 太田　輝 平12.11. 1歯   診療所
     大阪市平野区背戸口二丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     １０号 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468958-03476 槇野歯科医院 〒547-0044 06-6791-0749槇野　久昭 槇野　久昭 平12.11.20歯   診療所
     大阪市平野区平野本町二丁目６番常　勤:    2 移転 現存
     １８号 (歯       2) 平24.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469058-03484 医療法人マインド会　〒547-0024 06-6704-0648医療法人マインド会　吉川　満里子 平13. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     吉川満里子歯科医院 大阪市平野区瓜破二丁目１番１３常　勤:    1理事長　吉川　仁育 組織変更 歯外 現存
     号ひろのビル２０５号室 (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469158-03492 北野歯科医院 〒547-0012 06-6799-5500北野　隆司 北野　隆司 平13. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区長吉六反三丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     ４号大喜ビル１階 (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469258-03518 あづみハッピー歯科医〒547-0024 06-6769-6666安積　中 安積　中 平14. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 大阪市平野区瓜破二丁目１番１６常　勤:    1 新規 現存
     号ワイレア２階 (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469358-03526 ほんま歯科医院 〒547-0026 06-6797-8376本間　豪慶 本間　豪慶 平14. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区喜連西五丁目４番２常　勤:    1 新規 現存
     ４号ピュアシティーＫＩＲＥ１階(歯       1) 平26. 5. 1
     １０１号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469458-03542 医療法人修成会　林歯〒547-0014 06-6701-8876医療法人修成会　理事林　美行 平14. 7. 1歯   小歯 診療所
     科医院 大阪市平野区長吉川辺三丁目８番常　勤:    1長　松浦　修 組織変更 現存
     ６号 (歯       1) 平26. 7. 1
     非常勤:   14
     (歯      14)
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 469558-03567 福井歯科 〒547-0044 06-6791-0416福井　健次 福井　健次 平15. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区平野本町二丁目１２常　勤:    2 継承 現存
     番１５号 (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469658-03591 片山歯科医院 〒547-0011 06-6700-3700片山　雄行 片山　雄行 平15. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区長吉出戸三丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ４３号 (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469758-03609 医療法人新生会　瓜破〒547-0025 06-6769-8200医療法人新生会　理事田邊　由衣子 平15.10. 1歯   診療所
     歯科診療所 大阪市平野区瓜破西一丁目８番２常　勤:    3長　吉田　光則 新規 現存
     ０号銀ビル３階 (歯       3) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469858-03625 歯科箸方 〒547-0027 06-6706-0442箸方　俊雄 箸方　俊雄 平15.12. 1歯   診療所
     大阪市平野区喜連四丁目１７番１常　勤:    1 移転 現存
     ５号むつみ住建ビル１階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469958-03633 ひらのファミリー歯科〒547-0002 06-6795-0610林　一孝 林　一孝 平16. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市平野区加美東四丁目１０番常　勤:    3 新規 現存
     ６号メゾン加美東１階 (歯       3) 平28. 2. 1
     非常勤:   15
     (歯      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470058-03641 医療法人康仁会　 永〒547-0021 06-6701-7766医療法人康仁会 永歯 永　仁 平16. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科クリニック 大阪市平野区喜連東一丁目８番３常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 矯歯 現存
     ２号 (歯       1)　 永　仁 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470158-03666 赤根歯科医院 〒547-0045 06-6791-0210赤根　賢治 赤根　賢治 平16. 3.15歯   小歯 歯外診療所
     大阪市平野区平野上町二丁目７番常　勤:    1 継承 現存
     ２４号 (歯       1) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470258-03674 つるみ歯科クリニック〒547-0024 06-6709-3465鶴身　秀紀 鶴身　秀紀 平16. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市平野区瓜破二丁目７番６号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470358-03690 さかもと歯科 〒547-0047 06-6792-0118坂本　尚子 坂本　尚子 平16.10. 1歯   診療所
     大阪市平野区平野元町７番１０号常　勤:    1 新規 現存
     　１０１ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 470458-03716 ミズノヤ歯科医院 〒547-0033 06-6797-2222水谷　睦美 水谷　睦美 平16.12. 1歯   診療所
     大阪市平野区平野西一丁目６番２常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470558-03732 佐牟田歯科医院 〒547-0025 06-6702-2792佐牟田　毅 佐牟田　毅 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区瓜破西二丁目４番３常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470658-03740 ふくい歯科医院 〒547-0045 06-6795-0900福井　英夫 福井　英夫 平17. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市平野区平野上町一丁目１番常　勤:    2 新規 現存
     １号 (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470758-03757 にしはら歯科 〒547-0006 06-6793-1185西原　嘉男 西原　嘉男 平17. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区加美正覚寺一丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番２２号 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470858-03765 笠井歯科医院 〒547-0027 06-6709-4120笠井　昭彦 笠井　昭彦 平17. 7.24歯   小歯 診療所
     大阪市平野区喜連四丁目１３番４常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平29. 7.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470958-03773 医療法人城彩会　城彩〒547-0031 06-6706-8020医療法人城彩会　理事大西　英稔 平17.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     会歯科 大阪市平野区平野南三丁目３番１常　勤:    1長　本城　泰治 新規 歯外 現存
     ８号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471058-03781 高岡歯科医院 〒547-0022 06-6709-2956高岡　征樹 高岡　征樹 平17.12. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区瓜破東一丁目１番２常　勤:    1 移転 現存
     ６号 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471158-03807 中野歯科医院 〒547-0032 06-6709-3471中野　幹丈 中野　幹丈 平18. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市平野区流町三丁目７番１４常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471258-03815 平山歯科医院 〒547-0024 06-6707-0232平山　和幸 平山　和幸 平18. 6.13歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市平野区瓜破五丁目２番２８常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平30. 6.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471358-03823 医療法人　峰和会　内〒547-0002 06-6793-0918医療法人　峰和会　理内野　進 平18. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     野歯科医院 大阪市平野区加美東四丁目１５番常　勤:    2事長　内野　進 組織変更 現存
     １２号 (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 471458-03849 医療法人　渓雲　小児〒547-0032 06-6709-1870医療法人　渓雲　理事塚本　芳雄 平18.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科フルフィル 大阪市平野区流町二丁目６番７号常　勤:    1長　塚本　幸子 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471558-03864 西歯科医院 〒547-0047 06-6793-7500西　一幸 西　一幸 平18.10.30歯   小歯 歯外診療所
     大阪市平野区平野元町１０番１５常　勤:    2 移転 現存
     号シェモア平野駅前１０１号 (歯       2) 平24.10.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471658-03872 クロカワ歯科 〒547-0002 06-6791-8241黒河　夫美子 黒河　夫美子 平18.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区加美東三丁目９番２常　勤:    2 移転 現存
     ５号 (歯       2) 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471758-03898 福田歯科医院 〒547-0006 06-6791-1560福田　英二 福田　英二 平19. 3.10歯   診療所
     大阪市平野区加美正覚寺三丁目３常　勤:    1 移転 現存
     番３０号 (歯       1) 平25. 3.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471858-03914 かみデンタルクリニッ〒547-0004 06-6796-4446山本　勝史 山本　勝史 平19. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市平野区加美鞍作一丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ６４号 (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471958-03922 喜連ファミリー歯科 〒547-0026 06-6701-7800竹林　祐 竹林　祐 平19. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市平野区喜連西二丁目１１番常　勤:    1 移転 現存
     ２９号ヴィラ中谷１階 (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472058-03930 りぃ歯科医院 〒547-0004 06-6792-8011リ　ファソ リ　ファソ 平20. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区加美鞍作二丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472158-03948 莚井歯科医院 〒547-0034 06-6797-6461莚井　幸誠 莚井　幸誠 平20. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区背戸口四丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     ８号ＳＵＢＷＡＹ平野　ＮＥＷ　(歯       1) 平26. 4. 1
     ＨＯＰＥ　１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472258-03955 小林歯科医院 〒547-0031 06-6709-0660小林　守 小林　守 平20. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区平野南一丁目７番２常　勤:    2 継承 現存
     ８号 (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 472358-03989 医療法人紀文会　あひ〒547-0024 06-6702-9966医療法人紀文会　理事 岡　伸哲 平20.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     る歯科 大阪市平野区瓜破二丁目１番１３常　勤:    1長　向井　紀文 新規 矯歯 現存
     号イオン喜連瓜破店３Ｆ (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472458-04003 シノダ歯科クリニック〒547-0046 06-6770-5510篠田　豊 篠田　豊 平21. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市平野区平野宮町一丁目５番常　勤:    2 新規 現存
     ５号１７６メガロコープ平野５号(歯       2) 平27. 4. 1
     棟１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472558-04011 橋本歯科医院 〒547-0021 06-6709-1329橋本　裕美 橋本　裕美 平21. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区喜連東五丁目１６番常　勤:    1 移転 現存
     １３号 (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472658-04037 加藤デンタルクリニッ〒547-0003 06-6791-8282加藤　秀樹 加藤　秀樹 平21.12. 1歯   診療所
     ク 大阪市平野区加美南五丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472758-04060 吉村歯科医院 〒547-0034 06-6702-3537吉村　亨 吉村　享 平22. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区背戸口四丁目２番２常　勤:    1 継承 現存
     １号 (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472858-04078 おおさき歯科クリニッ〒547-0016 06-6708-1182大崎　浩幸 大崎　浩幸 平23. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市平野区長吉長原三丁目１６常　勤:    1 新規 現存
     番２２号クアルテル　１Ｆ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 472958-04086 わたなべ歯科クリニッ〒547-0003 06-6793-4188渡邉　光太郎 渡邉　光太郎 平23. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市平野区加美南一丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473058-04094 うちの歯科クリニック〒547-0026 06-6705-4618内野　数馬 内野　数馬 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市平野区喜連西四丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号メゾンドデリシャス　１Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473158-04102 庄野歯科クリニック 〒547-0011 06-6799-1330庄野　哲郎 庄野　哲郎 平23. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市平野区長吉出戸３丁目１番常　勤:    2 継承 現存
     ４３号 (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 473258-04128 医療法人　はた歯科 〒547-0011 06-6769-0418医療法人はた歯科　理秦　敏久 平23. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区長吉出戸１丁目１１常　勤:    1事長　秦　敏久 組織変更 現存
     番６６号木村ビル２０１号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473358-04136 医療法人弘正会　村上〒547-0033 06-6702-5663医療法人弘正会　理事村上　正一 平23. 7. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 大阪市平野区平野西５丁目１番１常　勤:    2長　村上　正一 組織変更 現存
     ６号ロイヤルハイツ平野１０３ (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473458-04151 医療法人　わだ歯科ク〒547-0014 06-6701-6480医療法人わだ歯科クリ和田　匡史 平24. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 大阪市平野区長吉川辺１丁目北２常　勤:    1ニック　理事長　和田 組織変更 現存
     番３３号 (歯       1)　匡史 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473558-04169 こばやし歯科医院 〒547-0034 06-6796-9974小林　康二 小林　康二 平24. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市平野区背戸口５丁目５－１常　勤:    2 新規 現存
     ３ (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473658-04185 医療法人　光翔会　長〒547-0011 06-6777-3377医療法人　光翔会　理加藤　光司 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     吉歯科クリニック 大阪市平野区長吉出戸七丁目１２常　勤:    4事長　加藤　光司 組織変更 現存
     番８号 (歯       4) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473758-04193 医療法人　天翔会　出〒547-0011 06-6706-6480医療法人　天翔会　理光本　宏司 平24. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     戸ひかり歯科 大阪市平野区長吉出戸四丁目５番常　勤:    3事長　光本　宏司 組織変更 現存
     ４１号 (歯       3) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473858-04201 アップル歯科 〒547-0025 06-6707-4618森田　友之 森田　友之 平24.10. 1歯   診療所
     大阪市平野区瓜破西１丁目６番１常　勤:    1 継承 現存
     ０号 (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473958-04219 大崎歯科 〒547-0044 06-6791-0122大崎　真吾 大崎　真吾 平25.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区平野本町３丁目３番常　勤:    2 継承 現存
     １４号 (歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474058-04235 長谷川歯科医院 〒547-0005 06-6791-8148長谷川　泰陽 長谷川　泰陽 平25.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区加美西２丁目５番３常　勤:    2 継承 現存
     号 (歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 474158-04243 医療法人　淳心会　ヒ〒547-0026 06-6797-0507医療法人　淳心会　理中本　武宏 平26. 1. 1歯   診療所
     ロデンタルクリニック大阪市平野区喜連西三丁目１７番常　勤:    1事長　髙橋　和美 組織変更 現存
     １７号 (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474258-04268 医療法人さくら　さく〒547-0026 06-6701-0003医療法人さくら　理事加賀見　健 平26. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     らデンタルクリニック大阪市平野区喜連西四丁目７番３常　勤:    1長　加賀見　健 組織変更 歯外 現存
     ３号インペリアルカーサ１階 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474358-04276 リーフ歯科クリニック〒547-0033 06-6797-5581上田　洋三 上田　洋三 平27. 2. 1歯   診療所
     大阪市平野区平野西５丁目１－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474458-04284 たかやま歯科クリニッ〒547-0001 06-6793-4618高山　勝雅 高山　勝雅 平27. 5. 1歯   小歯 診療所
     ク 大阪市平野区加美北４丁目７番２常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474558-04292 医療法人眞和会　 歯〒547-0041 06-6794-8841医療法人眞和会　理事辻　眞志 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     科医院 大阪市平野区平野北一丁目８番２常　勤:    1長　 　眞志 組織変更 現存
     号イオンタウン平野２階 (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474658-04318 大野歯科 〒547-0016 06-6709-2137大野　晃寛 大野　晃寛 平27.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区長吉長原２丁目１番常　勤:    1 継承 現存
     １号 (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474758-04326 医療法人五黄会　あら〒547-0047 06-6796-1214医療法人五黄会　理事荒田　千鶴子 平28. 1. 1歯   診療所
     た歯科医院 大阪市平野区平野元町２番３号 常　勤:    1長　荒田　千鶴子 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474858-04342 ほざわ歯科クリニック〒547-0034 06-7171-8097保澤　一太郎 保澤　一太郎 平28. 4.19歯   小歯 診療所
     大阪市平野区背戸口２丁目６番３常　勤:    2 新規 現存
     ０番 (歯       2) 平28. 4.19
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474958-04359 中川歯科医院 〒547-0005 06-6791-2235中川　敦嗣 中川　敦嗣 平28. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市平野区加美西一丁目６番１常　勤:    2 継承 現存
     ２号 (歯       2) 平28. 5. 1
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 475058-04367 よしき歯科 〒547-0027 06-6707-0418松浦　佑紀 松浦　佑紀 平28. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市平野区喜連二丁目５番５１常　勤:    1 新規 現存
     号白鳥ビル１Ｆ (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475158-04375 医療法人城彩会　城彩〒547-0025 06-6703-6483医療法人城彩会　理事本城　泰治 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     会歯科　ガーデンクリ大阪市平野区瓜破西二丁目２番２常　勤:    6長　本城　泰治 移転 現存
     ニック ２号 (歯       6) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475258-04383 そのき歯科クリニック〒547-0033 06-6702-4182園木　崇史 園木　崇史 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市平野区平野西五丁目７番２常　勤:    1 新規 現存
     号　Ｆｅｒｉｏ１階 (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475358-04391 医療法人　島津歯科 〒547-0027 06-6709-4876医療法人島津歯科　理島津　肇 平29. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市平野区喜連五丁目１番４３常　勤:    1事長　島津　肇 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475458-04417 かんばら歯科クリニッ〒547-0044 06-6793-6480神原　佑介 神原　佑介 平29.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市平野区平野本町２－１０－常　勤:    1 新規 現存
     ２０平野第一生命ビル１Ｆ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475558-04425 ゆうき歯科 〒547-0024 06-6777-8020西村　裕貴 西村　裕貴 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市平野区瓜破２丁目３番６６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475658-04433 井上歯科医院 〒547-0011 06-6790-5333井上　裕雅 井上　裕雅 平30. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市平野区長吉出戸１丁目１番常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ４７号 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475758-04441 医療法人メディコンフ〒547-0024 医療法人メディコンフ古川　彩子 平30. 6. 1歯   診療所
     ォート　喜連瓜破ホー大阪市平野区瓜破二丁目１番４号常　勤:    1ォート　理事長　中西 新規 現存
     ムケア歯科クリニック長谷川リース店舗２階 (歯       1)　孝至 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475859-01908 飯塚歯科医院 〒559-0011 06(6685)6229飯塚　峻作 飯塚　峻作 昭51. 3. 1歯   診療所
     大阪市住之江区北加賀屋１－４－常　勤:    1 新規 現存
     ２６北加賀屋マンション１Ｆ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475959-02013 樋口歯科診療所 〒559-0011 06-6682-1500樋口　淳一 樋口　淳一 昭54.10. 1歯   診療所
     大阪市住之江区北加賀屋二丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ２番７号丸一ビル２階 (歯       1) 平24.10. 1
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 476059-02146 木下歯科診療所 〒559-0024 06-6683-6180木下　悦三 木下　悦三 昭56. 1. 1歯   診療所
     大阪市住之江区新北島三丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     ３５号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476159-02187 医療法人純歯会　山村〒559-0033 06-6613-2020医療法人純歯会　理事山村　哲也 昭56. 4. 1歯   診療所
     歯科南港診療所 大阪市住之江区南港中二丁目１番常　勤:    1長　山村　哲也 組織変更 現存
     ９９号 (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476259-02229 角倉歯科医院 〒559-0033 06-6614-0181角倉　哲夫 角倉　哲夫 昭56.11. 1歯   診療所
     大阪市住之江区南港中３番５号３常　勤:    1 新規 現存
     ７号棟１０２号 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476359-02245 村田歯科医院 〒559-0016 06-6681-3156村田　雄一 村田　雄一 昭58. 1. 1歯   診療所
     大阪市住之江区西加賀屋四丁目７常　勤:    1 移転 現存
     番２５号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476459-02294 かたやま歯科医院 〒559-0033 06-6612-7367片山　憲治 片山　憲治 昭59. 2. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区南港中五丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     ７５号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476559-02377 西俣歯科医院 〒559-0004 06-6675-6474西俣　嘉幸 西俣　嘉幸 昭62. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区住之江一丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     ４７号ロイヤル中野ビル (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476659-02385 杉原歯科医院 〒559-0013 06-6682-7719杉原　正章 杉原　正章 昭63. 4. 1歯   歯外 診療所
     大阪市住之江区御崎４－１０－４常　勤:    1 新規 現存
     サンライズ住之江公園１Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476759-02393 吉田歯科医院 〒559-0001 06-6671-9151吉田　裕志 吉田　裕志 昭63.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区粉浜一丁目５番３常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476859-02427 福山歯科 〒559-0013 06-6686-3403福山　三郎 福山　三郎 平元. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区御崎五丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     １１号クレセントマンション１階(歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476959-02450 細井新北島歯科診療所〒559-0024 06-6681-0600細井　栄二 細井　栄二 平 2. 1. 1歯   診療所
     大阪市住之江区新北島一丁目４番常　勤:    1 継承 現存
     １７号木本ビル１階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 477059-02476 医療法人寛生会　くら〒559-0017 06-6681-2228医療法人寛生会くらみ藏満　寛司 平 2. 1. 1歯   小歯 診療所
     みつ歯科医院 大阪市住之江区中加賀屋一丁目１常　勤:    1つ歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     ４番２２－１０１ (歯       1) 満　寛司 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477159-02484 杉山歯科医院 〒559-0001 06-6675-5577杉山　幸三郎 杉山　幸三郎 平 2. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区粉浜二丁目１２番常　勤:    2 新規 現存
     ２１号メルシーこはま２階 (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477259-02492 平田歯科医院 〒559-0003 06-6673-7300平田　貴久 平田　貴久 平 2. 8. 1歯   診療所
     大阪市住之江区安立三丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477359-02526 医療法人　田村歯科医〒559-0012 06-6681-5148医療法人　田村歯科医田村　泰久 平 2. 7. 1歯   診療所
     院 大阪市住之江区東加賀屋一丁目１常　勤:    2院　理事長　田村　泰 組織変更 現存
     ０番２１号塩田マンション１階 (歯       2)久 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477459-02559 横路歯科医院 〒559-0005 06-6671-4241横路　佳忠 横路　佳忠 平 2.11. 1歯   診療所
     大阪市住之江区西住之江二丁目７常　勤:    1 新規 現存
     番１２号 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477559-02583 置田歯科 〒559-0006 06-6675-5601置田　淳 置田　淳 平 3. 6. 1歯   診療所
     大阪市住之江区浜口西２－１１－常　勤:    1 新規 現存
     １０ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477659-02633 木下歯科医院 〒559-0001 06-6671-8567木下　一志 木下　一志 平 4. 1. 1歯   診療所
     大阪市住之江区粉浜三丁目１５番常　勤:    1 継承 現存
     ３５号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477759-02682 笹田歯科医院 〒559-0005 06-6674-0551笹田　和裕 笹田　和裕 平 4. 8. 5歯   診療所
     大阪市住之江区西住之江一丁目１常　勤:    2 移転 現存
     １番７号 (歯       2) 平28. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477859-02708 檜垣歯科医院 〒559-0017 06-6681-6692桧垣　信之 桧垣　信之 平 5. 1. 1歯   診療所
     大阪市住之江区中加賀屋二丁目６常　勤:    1 継承 現存
     番１９号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477959-02732 よしはら歯科 〒559-0011 06-6685-4225吉原　庸介 吉原　庸介 平 5. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区北加賀屋一丁目４常　勤:    1 新規 現存
     番１７号グランペール１階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 478059-02799 やぶの歯科医院 〒559-0024 06-6682-3988薮野　洋 薮野　洋 平 6. 9. 1歯   矯歯 診療所
     大阪市住之江区新北島二丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ３５号 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478159-02815 柳田歯科 〒559-0034 06-6615-6120柳田　和彦 柳田　和彦 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区南港北一丁目１４常　勤:    1 新規 現存
     番１６号大阪府咲洲庁舎３階 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478259-02823 中村歯科医院 〒559-0034 06-6615-6180中村　聡 中村　聡 平 7. 5. 1歯   診療所
     大阪市住之江区南港北一丁目１４常　勤:    2 新規 現存
     番１６号大阪府咲洲庁舎０３０５(歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478359-02831 のぶかわ歯科医院 〒559-0001 06-6673-6644信川　日誠 信川　日誠 平 7. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区粉浜二丁目６番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号粉浜モール１階１１２号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478459-02849 岩本歯科医院 〒559-0013 06-6681-2263岩本　真 岩本　真 平 7. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住之江区御崎六丁目５番５常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478559-02898 いなたに歯科 〒559-0017 06-6682-8217稲谷　信之 稲谷　信之 平 8. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大阪市住之江区中加賀屋三丁目１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １番１４号住之江都姫ビル１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478659-02914 長谷歯科医院 〒559-0013 06-6686-4688長谷　耕作 長谷　耕作 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区御崎五丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     ８号エスポワール御崎１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478759-02922 中村歯科医院 〒559-0001 06-6671-2019中村　節子 中村　節子 平 8. 5. 1歯   診療所
     大阪市住之江区粉浜一丁目１番２常　勤:    1 移転 現存
     ５－１０１号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478859-02930 高橋歯科医院 〒559-0015 06-6684-2662髙橋　邦夫 髙橋　邦夫 平 8. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区南加賀屋二丁目２常　勤:    1 新規 現存
     番１１テネレッツァ住之江公園１(歯       1) 平29. 9. 1
     ０１号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478959-02955 かいだ歯科医院 〒559-0013 06-6686-8041貝田　勝之 貝田　勝之 平 9. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区御崎一丁目９番３常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 479059-02971 こう歯科医院 〒559-0017 06-6686-8841徳山　修 徳山　修 平 9. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区中加賀屋二丁目１常　勤:    1 新規 現存
     １番１７号 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479159-02997 たかだ歯科 〒559-0001 06-6672-8241髙田　英樹 髙田　英樹 平 9.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区粉浜二丁目１３番常　勤:    1 新規 現存
     ８号粉浜ビル３階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479259-03011 医療法人　浦野歯科診〒559-0014 06-6685-3017医療法人　浦野歯科診浦野　一彦 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     療所 大阪市住之江区北島一丁目２番１常　勤:    1療所　理事長　浦野　 組織変更 現存
     号大和川コーポ１号棟１階 (歯       1)一彦 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479359-03037 ひまわり歯科クリニッ〒559-0007 06-6676-4618今村　隆一 今村　隆一 平11. 5. 1歯   診療所
     ク 大阪市住之江区粉浜西一丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     ３号エバーグリーン住吉１０６号(歯       1) 平29. 5. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479459-03045 よねだ歯科医院 〒559-0022 06-4702-4618米田　智一 米田　智一 平11. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市住之江区緑木一丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     号田中ビル２階 (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479559-03052 大岡歯科医院 〒559-0014 06-6682-7048大岡　亮一 大岡　亮一 平11. 7. 1歯   診療所
     大阪市住之江区北島二丁目８番９常　勤:    1 新規 現存
     号ロイヤルカトレア１０２ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479659-03086 櫻井歯科 〒559-0012 06-6685-1000櫻井　秀憲 櫻井　秀憲 平12. 4. 1歯   診療所
     大阪市住之江区東加賀屋四丁目４常　勤:    1 新規 現存
     番８号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479759-03094 田幡歯科医院 〒559-0024 06-4702-8241田幡　治 田幡　治 平12. 5. 1歯   診療所
     大阪市住之江区新北島三丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ２６号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479859-03102 きたむら歯科医院 〒559-0011 06-4702-3222北村　一裕 北村　一裕 平12. 6. 1歯   診療所
     大阪市住之江区北加賀屋二丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ２番８号 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479959-03144 加納歯科医院 〒559-0024 06-6115-1181加納　康行 加納　康行 平13.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住之江区新北島一丁目２番常　勤:    2 新規 現存
     １号オスカードリームビル５階 (歯       2) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 480059-03151 やまぐち歯科 〒559-0016 06-6686-7000山口　陽一 山口　陽一 平14. 3. 1歯   診療所
     大阪市住之江区西加賀屋三丁目６常　勤:    1 新規 現存
     番５号インペリアル５号館１階 (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480159-03169 医療法人住之江厚生会〒559-0016 06-6682-0280医療法人住之江厚生会河野　俊之 平14. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     　コウノ歯科クリニッ大阪市住之江区西加賀屋三丁目１常　勤:    2　理事長　河野　俊之 組織変更 現存
     ク ３番１９号 (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480259-03177 鎌田歯科 〒559-0013 06-6681-3126鎌田　有司 鎌田　有司 平14. 9.30歯   診療所
     大阪市住之江区御崎一丁目３番１常　勤:    1 移転 現存
     ８号 (歯       1) 平26. 9.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480359-03185 医療法人三恵会　長﨑〒559-0024 06-6681-6466医療法人三恵会　長﨑長﨑　三男 平14.12. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 大阪市住之江区新北島七丁目１番常　勤:    1歯科医院　理事長　長 移転 現存
     ４８号マンションハピネス南館１(歯       1)﨑　三男 平26.12. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480459-03193 わかた歯科医院 〒559-0017 06-6683-1515若田　政嗣 若田　政嗣 平15.12. 1歯   診療所
     大阪市住之江区中加賀屋三丁目２常　勤:    1 移転 現存
     番１号 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480559-03201 大島歯科 〒559-0016 06-6681-0418大島　敏明 大島　敏明 平16. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区西加賀屋一丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番３４号 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480659-03219 福嶋歯科医院 〒559-0002 06-6671-4590福嶋　泰隆 福嶋　泰隆 平17. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市住之江区浜口東二丁目８番常　勤:    1 継承 歯外 現存
     １２号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480759-03227 あづま小児歯科 〒559-0017 06-6683-7575吾妻　昭夫 吾妻　昭夫 平17. 6. 1小歯 診療所
     大阪市住之江区中加賀屋四丁目２常　勤:    1 移転 現存
     番１号 (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480859-03235 山口コスモデンタルク〒559-0034 06-6616-4441山口　剛 山口　剛 平19. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 大阪市住之江区南港北一丁目３１常　勤:    1 新規 現存
     番１７号リバーガーデンコスモス(歯       1) 平25. 7. 1
     クエア１０２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480959-03243 きよみ歯科 〒559-0011 06-6682-2600山本　清美 山本　清美 平19.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区北加賀屋二丁目６常　勤:    1 新規 現存
     番１４号ボナール加賀屋１階 (歯       1) 平25.11. 1
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 481059-03250 医療法人　藤浪歯科 〒559-0004 06-6678-4800医療法人藤波歯科　理藤浪　庸介 平20. 9. 1歯   診療所
     大阪市住之江区住之江三丁目２番常　勤:    4事長　藤浪　庸介 移転 現存
     ２０号 (歯       4) 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481159-03268 杉本歯科医院 〒559-0033 06-6613-1019杉本　憲一 杉本　憲一 平20. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住之江区南港中四丁目２番常　勤:    1 継承 現存
     １４棟１０１号室 (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481259-03276 なんば歯科クリニック〒559-0012 06-6682-8148難波　裕司 難波　裕司 平21. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区東加賀屋一丁目１常　勤:    1 新規 現存
     １番２１号シュテルンパラスト鈴(歯       1) 平27. 3. 1
     栄１階Ｂ号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481359-03284 中澤歯科クリニック 〒559-0017 06-6682-6480中澤　義人 中澤　義人 平21. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住之江区中加賀屋一丁目２常　勤:    1 新規 現存
     番３号ツインビル２階・３階 (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481459-03292 医療法人藤井歯科　住〒559-0002 06-6991-2477医療法人藤井歯科　理山根　一眞 平21. 8. 1歯   診療所
     之江分院 大阪市住之江区浜口東三丁目６番常　勤:    1事長　藤井　良郎 新規 現存
     ２３号ゆうあい１階 (歯       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481559-03318 森永歯科クリニック 〒559-0006 06-7494-6081森永　多喜子 森永　多喜子 平22.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区浜口西一丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     番１号メゾンジュエ　１Ｆ (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481659-03334 医療法人　かなざわ歯〒559-0017 06-6684-6800医療法人かなざわ歯科金沢　甲哲 平23. 7. 1歯   小歯 診療所
     科 大阪市住之江区中加賀屋２丁目６常　勤:    1　理事長　金沢　甲哲 組織変更 現存
     番８号アパートメント・レ・ボー(歯       1) 平29. 7. 1
     １階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481759-03342 医療法人　燕会　よこ〒559-0006 06-6671-0515医療法人　燕会　理事横路　武児 平23. 8.30歯   診療所
     ろ歯科医院 大阪市住之江区浜口西一丁目３番常　勤:    1長　横路　武児 移転 現存
     ２号 (歯       1) 平29. 8.30
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 481859-03367 六車歯科医院 〒559-0004 06-6674-6464六車　豊 六車　豊 平24. 8. 1歯   診療所
     大阪市住之江区住之江１丁目１番常　勤:    1 移転 現存
     １４号 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 481959-03375 エフスデンタルクリニ〒559-0034 06-7493-0827福本　雅美 福本　雅美 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 大阪市住之江区南港北１丁目１７常　勤:    1 新規 現存
     番１９ベイサイドシティ　コスモ(歯       1) 平25. 4. 1
     スクエア駅前３０１号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482059-03383 西山歯科医院 〒559-0005 06-6671-6835西山　和範 西山　和範 平25. 4. 1歯   診療所
     大阪市住之江区西住之江２丁目１常　勤:    1 継承 現存
     ０番９号 (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482159-03409 みつまん歯科クリニッ〒559-0013 06-7492-5112光満　正樹 光満　正樹 平25.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市住之江区御崎６丁目３番３常　勤:    1 新規 現存
     ０号アンビション大阪１階 (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482259-03417 かないずみ歯科医院 〒559-0013 06-6654-8447金泉　光紀 金泉　光紀 平26. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住之江区御崎７丁目４番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号ヨシダビル１階 (歯       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482359-03425 医療法人蓮華友愛会　〒559-0014 06-6657-7470医療法人蓮華友愛会　淺田　泰史 平26. 2. 1歯   診療所
     れんげクリニック住之大阪市住之江区北島２丁目５番２常　勤:    2理事長　北山　恵三 新規 現存
     江 ６－Ｃ号 (歯       2) 平26. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482459-03433 西田こども歯科 〒559-0015 06-6681-5557西田　宜弘 西田　宜弘 平26. 6. 7小歯 歯   診療所
     大阪市住之江区南加賀屋２丁目８常　勤:    2 継承 現存
     番２５号セジュール２４　２階　(歯       2) 平26. 6. 7
     ２０１号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482559-03441 医療法人健信会　さわ〒559-0013 06-6685-6480医療法人健信会　理事澤田　修司 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     だ歯科医院 大阪市住之江区御崎６丁目１６－常　勤:    1長　澤田　修司 組織変更 現存
     １２ (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482659-03458 医療法人福涛会　平澤〒559-0003 06-6678-2973医療法人福涛会　理事平沢　裕之 平27. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 大阪市住之江区安立４丁目２番１常　勤:    2長　平沢　裕之 組織変更 現存
     ５号 (歯       2) 平27. 1. 1
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 482759-03466 医療法人橘正会　片山〒559-0013 06-6685-6010医療法人橘正会　理事片山　正裕 平27. 7. 1歯   診療所
     歯科医院 大阪市住之江区御崎３丁目４番２常　勤:    2長　片山　正裕 組織変更 現存
     ３号 (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482859-03474 Ｔ’ｓ　Ｄｅｎｔａｌ〒559-0001 06-6675-4182小池　俊之 小池　俊之 平28. 1.12歯   小歯 診療所
     　Ｃｌｉｎｉｃ 大阪市住之江区粉浜１丁目１番３常　勤:    2 新規 現存
     ２号キリンドプラザ帝塚山　帝塚(歯       2) 平28. 1.12
     山クリニックモール２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482959-03482 稲野歯科医院 〒559-0001 06-6671-0670稲野　教一 稲野　教一 平27.11.15歯   診療所
     大阪市住之江区粉浜一丁目１６番常　勤:    2 継承 現存
     １０号 (歯       2) 平27.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483059-03490 住之江ちとせ歯科医院〒559-0012 06-6655-0322笠原　裕之 笠原　裕之 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住之江区東加賀屋２丁目１常　勤:    1 組織変更 現存
     ３番１５号 (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483159-03508 医療法人裕歯会　ろく〒559-0001 06-4701-3322医療法人裕歯会　理事六本　裕嗣 平28. 1. 1歯   小歯 診療所
     もと歯科医院 大阪市住之江区粉浜三丁目３－２常　勤:    4長　六本　裕嗣 組織変更 現存
     ０サントマンション１Ｆ (歯       4) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483259-03524 すみのえ駅前歯科 〒559-0005 06-6678-8818奥村　礼二郎 奥村　礼二郎 平28. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住之江区西住之江一丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番３１号Ｎ．ＫＬＡＳＳ住ノ江３(歯       1) 平28. 5. 1
     ２号区画
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483359-03532 三光寺歯科診療所 〒559-0006 06-6672-1500三光寺　幸治 三光寺　幸治 平28. 9.16歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住之江区浜口西一丁目７番常　勤:    1 継承 現存
     ９号 (歯       1) 平28. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483459-03540 ファミリー西田歯科 〒559-0025 06-6684-0066西田　和弘 西田　和弘 平28.12. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区平林南二丁目６番常　勤:    1 新規 現存
     ２７号 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483559-03557 医療法人　上村歯科 〒559-0001 06-6678-4114医療法人上村歯科　理上村　一成 平29. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区粉浜二丁目４番２常　勤:    2事長　上村　一成 組織変更 現存
     ６－１０２号 (歯       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 483659-03565 医療法人真芳会　上田〒559-0017 06-6683-7311医療法人真芳会　理事上田　芳男 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 大阪市住之江区中加賀屋三丁目９常　勤:    2長　上田　 男 組織変更 現存
     番１５号 (歯       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483759-03573 きくち歯科クリニック〒559-0001 06-6675-1818菊池　真理 菊池　真理 平29. 5. 9歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区粉浜二丁目１番３常　勤:    1 新規 現存
     号　１階 (歯       1) 平29. 5. 9
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483859-03581 北加賀屋歯科医院 〒559-0011 06-7503-7500医療法人　芳政会　理桂　正人 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住之江区北加賀屋二丁目１常　勤:    1事長　桂　正人 継承 現存
     １番８号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483959-03599 たなべ歯科医院 〒559-0001 06-6676-1182田部　麻依子 田部　麻依子 平30. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市住之江区粉浜１丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484059-03607 つじもと歯科 〒559-0007 06-6676-3456 本　憲吾 本　憲吾 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市住之江区粉浜西１丁目１番常　勤:    1 移転 現存
     １６号パールスクエアビル１０３(歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484160-00015 医療法人　増田歯科 〒590-0028 072-238-5151医療法人　増田歯科　増田　亨 平18. 7. 1歯   診療所
     堺市堺区三国ケ丘御幸通５９番地常　勤:    2理事長　増田　亨 組織変更 現存
     南海堺東ビル南館５階 (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484260-00023 渡辺歯科医院 〒590-0963 072-232-1414渡 　林三 渡 　林三 平18.12. 1歯   診療所
     堺市堺区少林寺町東一丁２番６号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484360-00031 たかぎ歯科・矯正歯科〒590-0943 072-221-2222髙木　秀人 髙木　秀人 平19. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     堺市堺区車之町東一丁２番２８号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484460-00049 みやこ歯科 〒590-0077 072-221-8808前田　都 前田　都 平19. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市堺区中瓦町一丁３番１３号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   497 頁

 484560-00056 医療法人学歯会　中山〒590-0985 072-233-8299医療法人学歯会　理事中山　宗 平19. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 堺市堺区戎島町三丁３番地 常　勤:    3長　中山　宗 組織変更 現存
     (歯       3) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484660-00064 医療法人祐愛会　西村〒590-0905 072-229-6474医療法人祐愛会　理事池﨑　慎一郎 平19. 9. 1歯   小歯 診療所
     歯科 堺市堺区鉄砲町１６番地の１七道常　勤:    4長　池﨑　慎一郎 移転 現存
     駅前マンション１Ｆ１０３，１０(歯       4) 平25. 9. 1
     ５号 非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484760-00080 あおき歯科医院 〒590-0833 072-280-1184青木　憲治 青木　憲治 平19.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市堺区出島海岸通一丁１４番５常　勤:    1 新規 現存
     ヌーベル・ヴィエ１０１号 (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484860-00098 重地歯科医院 〒590-0957 072-238-8148重地　正彦 重地　正彦 平20. 2. 1歯   診療所
     堺市堺区中之町西三丁１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484960-00106 明石歯科医院 〒590-0024 072-255-2050明石　典之 明石　典之 平20. 4. 1歯   小歯 診療所
     堺市堺区向陵中町三丁６番１号エ常　勤:    2 新規 現存
     クセル三国ヶ丘１階 (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485060-00114 堺市重度障害者歯科診〒590-0801 072-243-4488一般社団法人堺市歯科廣瀨　陽介 平20. 4. 1歯   診療所
     療所 堺市堺区大仙中町１８番３号 常　勤:    3医師会　会長　中西　 新規 現存
     (歯       3)時彦 平26. 4. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485160-00122 はまうず歯科医院 〒590-0012 072-226-0881濵渦　健資 濵渦　健資 平20. 5. 1歯   小歯 診療所
     堺市堺区浅香山町三丁１２番１０常　勤:    1 新規 現存
     号ハナタニビル２階 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485260-00155 畑﨑歯科クリニック 〒590-0077 072-232-1377畑﨑　貴彦 畑﨑　貴彦 平21. 4. 1歯   診療所
     堺市堺区中瓦町二丁１番１６号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485360-00163 亀井歯科医院 〒590-0807 072-243-6480亀井　良徳 亀井　良徳 平22. 1. 1歯   診療所
     堺市堺区旭ケ丘南町二丁２番１３常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485460-00189 ヨネダ歯科医院 〒590-0947 072-224-4181米田　孝誠 米田　孝誠 平22.10. 1歯   小歯 診療所
     堺市堺区熊野町西二丁２番２９号常　勤:    1 移転 現存
     第一ゼミ堺本部ビル１階 (歯       1) 平28.10. 1
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 485560-00197 酒井歯科医院 〒590-0958 072-233-6480酒井　秀樹 酒井　秀樹 平23. 1. 1歯   小歯 診療所
     堺市堺区宿院町西四丁２番６号ザ常　勤:    1 移転 現存
     ・ウエスト宿院壱番館２階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485660-00205 山本歯科医院 〒590-0012 072-233-2746山本　圭志 山本　圭志 平23. 8.21歯   小歯 診療所
     堺市堺区浅香山町２丁２番１７号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485760-00213 しまぐち歯科クリニッ〒590-0026 072-275-5573嶋口　馨 嶋口　馨 平23.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 堺市堺区向陵西町２丁１番３７号常　勤:    1 新規 現存
     レジデンス今井２号館１階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485860-00221 髙端デンタルクリニッ〒590-0079 072-223-5025髙端　章夫 高端　章夫 平24. 1. 1歯   小歯 診療所
     ク 堺市堺区新町５番１６号堺東アサ常　勤:    2 移転 現存
     ヒビル１階 (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485960-00239 五月町サトミ歯科医院〒590-0031 072-222-5678里見　和彦 里見　和彦 平24. 4. 1小歯 歯   診療所
     堺市堺区五月町４番１号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486060-00254 医療法人優暉会　ひう〒590-0973 072-224-8020医療法人優暉会　理事戸田　裕士 平26. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     ら歯科口腔外科 堺市堺区住吉橋町二丁１番２号 常　勤:    1長　日浦　成彦 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486160-00270 戎島藤田歯科 〒590-0985 072-223-0067池永　光士郎 池永　光士郎 平26. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市堺区戎島町２丁７０番１Ｍ・常　勤:    1 新規 現存
     Ｙ２堺駅前ビル１階 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486260-00288 医療法人英歯会　三国〒590-0021 072-229-1818医療法人英歯会　理事山本　英樹 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     丘歯科クリニック 堺市堺区北三国ケ丘町６丁５番１常　勤:    2長　山本　英樹 組織変更 現存
     １号ベルフォンティーヌ　１階 (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486360-00296 医療法人好正会　さく〒590-0982 072-205-8457医療法人好正会　理事川上　陽子 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ら歯科クリニック 堺市堺区海山町１丁１番４号 常　勤:    2長　川上　正訓 組織変更 現存
     (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486460-00304 医療法人成智会　石橋〒590-0076 072-223-8847医療法人成智会　理事五十嵐　大二郎 平27. 1. 1歯   診療所
     歯科医院 堺市堺区北瓦町２丁１－１７ 常　勤:    2長　大谷　昌宏 移転 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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 486560-00312 ふじもと歯科 〒590-0077 072-238-7714藤本　直志 藤本　直志 平27. 2. 1歯   小歯 診療所
     堺市堺区中瓦町２丁３番１４号栄常　勤:    1 新規 現存
     屋ビル２階 (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486660-00320 さかき歯科 〒590-0077 072-222-8211阪木　秀之 阪木　秀之 平27. 4. 1歯   診療所
     堺市堺区中瓦町１丁４番２０号松常　勤:    1 新規 現存
     本ビル５Ｆ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486760-00338 医療法人西山会　堺東〒590-0076 072-247-7227医療法人西山会　理事西山　博雅 平27. 4. 1歯   診療所
     ＷＩＺ矯正歯科 堺市堺区北瓦町２丁４番１８号り常　勤:    1長　西山　雅雄 新規 現存
     そな堺東ビル６Ｆ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486860-00346 医療法人真愛会　やま〒590-0983 072-221-6474医療法人真愛会　理事山﨑　惠子 平27. 7. 1歯   小歯 診療所
     さき歯科 堺市堺区山本町一丁１８番地６グ常　勤:    1長　山﨑　惠子 組織変更 現存
     ランディール山本町１Ａ (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486960-00353 かたおか歯科 〒590-0835 072-260-4215片岡　泰久 片岡　泰久 平27.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市堺区西湊町６丁３番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487060-00361 医療法人康正会　小村〒590-0011 072-228-7262医療法人康正会　理事小村　正康 平28. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科 堺市堺区香ケ丘町一丁９番２９号常　勤:    1長　小村　正康 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487160-00387 松並歯科医院 〒590-0939 072-228-6483松並　謹二 松並　謹二 平28. 4. 1歯   診療所
     堺市堺区九間町西一丁１－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487260-00395 谷和歯科医院 〒590-0814 072-244-6663谷和　泰伸 谷和　泰伸 平28. 7. 1歯   小歯 診療所
     堺市堺区石津町一丁８番３２号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487360-00403 いじち歯科 〒590-0985 072-276-4618伊地知　豊 伊地知　豊 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市堺区戎島町一丁５５番地８ア常　勤:    1 新規 現存
     ークリムⅢ２０３号室 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487460-00411 坂田歯科 〒590-0835 072-245-7029坂田　岳一 坂田　岳一 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市堺区西湊町四丁３－２ 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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 487560-00429 あゆみ歯科ゆうこ堺診〒590-0974 072-232-4182嶋澤　優子 嶋澤　優子 平29. 4. 3歯   小歯 歯外診療所
     療所 堺市堺区大浜北町一丁２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487660-00437 医療法人　藤田歯科・〒590-0985 072-222-1182医療法人藤田歯科・矯藤田　亨 平29. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     矯正歯科 堺市堺区戎島町三丁２２番地の１常　勤:    4正歯科　理事長　藤田 組織変更 現存
     南海堺駅ビル３階 (歯       4)　亨 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487760-00445 耳原歯科診療所 〒590-0821 072-245-2912社会医療法人同仁会　橋本　祐介 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市堺区大仙西町六丁１８４番地常　勤:    6理事長　斉藤　和則 移転 現存
     ２ (歯       6) 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487860-00452 医療法人真愛会　ファ〒590-0905 072-275-4618医療法人真愛会　理事白神　紘太郎 平30. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ミリエ歯科クリニック堺市堺区鉄砲町１番地イオンモー常　勤:    1長　山﨑　惠子 継承 現存
     ル堺鉄砲町１Ｆ (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487960-00460 池田歯科医院 〒590-0011 072-228-3718池田　圭 池田　圭 平30. 2. 1歯   診療所
     堺市堺区香ケ丘町１丁３番５号中常　勤:    1 新規 現存
     島ハイツ１階 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488061-00021 たまがき歯科クリニッ〒599-8247 072-230-1184玉垣　剛志 玉垣　剛志 平18. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 堺市中区東山４７４－１アネック常　勤:    1 新規 現存
     ス泉ヶ丘１階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488161-00039 医療法人　西村歯科 〒599-8241 072-239-1518医療法人　西村歯科　西村　育郎 平18. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市中区福田８６８番地１向井ビ常　勤:    1理事長　西村　育郎 組織変更 矯歯 現存
     ル２０２ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488261-00047 スゴウ歯科クリニック〒599-8238 072-270-6460須郷　暢 須郷　暢 平18.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市中区土師町二丁２９番１５号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488361-00062 医療法人円石会　やま〒599-8265 072-281-1881医療法人円石会　理事山上　博史 平20. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     がみ歯科 堺市中区八田西町二丁１０番２０常　勤:    3長　山上　博史 組織変更 矯歯 現存
     号ヴィラージュ１階 (歯       3) 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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 488461-00070 小安歯科 〒599-8232 072-239-3333小安　信吾 小安　信吾 平21. 7. 1歯   小歯 診療所
     堺市中区新家町６９３番地１フジ常　勤:    1 新規 現存
     タビル１０２号 (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488561-00088 髙安歯科医院 〒599-8241 072-236-3485髙安　勇輝 髙安　勇輝 平22. 4. 1歯   小歯 診療所
     堺市中区福田５２７番地１１号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488661-00104 まさお歯科 〒599-8265 072-277-1222西原　正雄 西原　正雄 平22. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市中区八田西町三丁１番２０号常　勤:    2 継承 現存
     スーパーまるしげ２階 (歯       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488761-00138 銭谷歯科医院 〒599-8271 072-278-0440銭谷　隆文 銭谷　隆文 平23. 1. 1歯   小歯 診療所
     堺市中区深井北町７５７番地 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488861-00146 医療法人　光誠会　ス〒599-8232 072-230-6480医療法人　光誠会　理木平　恵巳 平23.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     マイルデンタルクリニ堺市中区新家町５８９番１号 常　勤:    1事長　古濱　正彦 新規 現存
     ック　堺分院 (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488961-00153 小川歯科医院 〒599-8265 072-270-2680小川　直紀 小川　直紀 平23.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市中区八田西町２丁１０番３５常　勤:    1 新規 現存
     －１（２階） (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 489061-00161 Ｍｉｈｏ歯科医院 〒599-8273 072-270-4618前原　美保 前原　美保 平25.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     堺市中区深井清水町３９８５番地常　勤:    1 新規 現存
     ＨＳ深井ビル１Ｆ (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 489161-00179 医療法人　睦月会　あ〒599-8236 072-260-4618医療法人　睦月会　理藤田　亜津美 平26. 1. 1歯   小歯 診療所
     づみ歯科クリニック 堺市中区深井沢町３３８３番地深常　勤:    1事長　藤田　亜津美 組織変更 現存
     井小谷ビル２階 (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 489261-00203 ふじもと歯科 〒599-8254 072-277-6466藤本　佳紀 藤本　佳紀 平26. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市中区伏尾３３６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 489361-00211 柴田歯科診療所 〒599-8273 072-279-8118柴田　潔 柴田　潔 平26. 8. 1歯   小歯 診療所
     堺市中区深井清水町３８０９番地常　勤:    1 移転 現存
     １シャトー・デ・アサヒ１階 (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 489461-00237 たの歯科 〒599-8253 072-290-7824田野　友美 田野　友美 平27. 2. 1歯   診療所
     堺市中区深阪２丁１０番５１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 489561-00245 家入歯科 〒599-8272 072-277-1888家入　俊 家入　俊 平27. 5.18歯   診療所
     堺市中区深井中町１０４６番地３常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平27. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 489661-00252 くまの歯科医院 〒599-8273 072-277-1881熊野　和博 熊野　和博 平27.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市中区深井清水町３３９０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 489761-00278 医療法人雄愛会　池野〒599-8236 072-270-8241医療法人雄愛会　理事池野　慎ー 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 堺市中区深井沢町３２７１番地サ常　勤:    1長　池野　慎ー 組織変更 現存
     ンケンビル２Ｆ (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 489861-00286 医療法人静和会　なか〒599-8233 072-230-1884医療法人静和会　理事中澤　敦也 平28. 1. 1歯   小歯 診療所
     ざわ歯科・小児歯科 堺市中区大野芝町２４０番地８ 常　勤:    3長　中澤　敦也 組織変更 現存
     (歯       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 489961-00294 医療法人　もちだ矯正〒599-8273 072-278-3790医療法人もちだ矯正歯持田　哲雄 平28. 1. 1矯歯 歯   診療所
     歯科クリニック 堺市中区深井清水町３９８５番地常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ＨＳ深井ビル４階 (歯       1)　持田　哲雄 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 490061-00302 宮里歯科医院 〒599-8272 072-279-7168宮里　幸祐 宮里　幸祐 平28. 1. 1歯   診療所
     堺市中区深井中町１０３１番地７常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 490161-00328 医療法人承昊会　植村〒599-8234 072-289-2418医療法人承昊会　理事植村　泰輔 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科 堺市中区土塔町３０８１番地 常　勤:    1長　植村　泰輔 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 490261-00336 医療法人優倫会　りん〒599-8236 072-270-5311医療法人優倫会　理事姜　倫道 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     どう歯科クリニック 堺市中区深井沢町３３９５番地フ常　勤:    1長　姜　倫道 組織変更 現存
     ェリス深井１０２号 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 490361-00344 医療法人白真会　ソフ〒599-8276 072-242-8341医療法人白真会　理事杉本　貴彦 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     ト歯科 堺市中区小阪２７０番地泉北ビル常　勤:    1長　杉本　貴彦 組織変更 現存
     ２階 (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 490461-00351 アップル歯科医院 〒599-8262 072-267-4182大邊　強史 大邊　強史 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市中区八田北町６１１－１４ 常　勤:    1 継承 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 490561-00369 医療法人白真会　深井〒599-8273 072-270-8600医療法人白真会　理事水谷　慎吾 平30. 5. 1歯   小歯 診療所
     こどもファミリー歯科堺市中区深井清水町３８４９番地常　勤:    1長　杉本　貴彦 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 490662-00045 やました歯科クリニッ〒599-8115 072-237-6480山下　強 山下　強 平19. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 堺市東区関茶屋１番地１５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 490762-00052 医療法人小田会　おだ〒599-8125 072-239-1888医療法人小田会　理事小田　師巳 平19. 7. 1歯   診療所
     デンタルクリニック 堺市東区西野４７２番地２　Ｕ・常　勤:    3長　小田　師巳 組織変更 現存
     Ｔ・Ｙビル１階 (歯       3) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 490862-00078 遠藤歯科医院 〒599-8123 072-234-6480遠藤　輝久 遠藤　輝久 平20. 4. 1歯   小歯 診療所
     堺市東区北野田１０８４番ベルヒ常　勤:    1 新規 現存
     ル北野田２階メディカルモール (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 490962-00086 太原歯科診療所 〒599-8114 072-287-6048太原　徳人 太原　徳人 平20. 3. 1歯   診療所
     堺市東区日置荘西町三丁３８番６常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 491062-00094 医療法人徳積会　徳積〒599-8127 072-230-2355医療法人徳積会　理事平沼　和美 平21. 1. 1歯   診療所
     会デンタルクリニック堺市東区草尾７６８－３ 常　勤:    1長　平沼　和美 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 491162-00110 ナカノ初芝歯科クリニ〒599-8114 072-285-1181中野　裕司 中野　裕司 平22. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 堺市東区日置荘西町二丁８番２号常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 491262-00128 もりうち歯科 〒599-8114 072-285-6480森内　寿哉 森内　寿哉 平22. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     堺市東区日置荘西町１丁２２番３常　勤:    1 移転 現存
     ５号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 491362-00136 にしい歯科 〒599-8114 072-286-2225西井　淳史 西井　淳史 平23. 5. 1歯   診療所
     堺市東区日置荘西町２－５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 491462-00144 門田歯科医院 〒599-8123 072-236-6529門田　早百合 門田　早百合 平23. 5. 2歯   小歯 診療所
     堺市東区北野田４５４番地９ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 491562-00151 桜井デンタルクリニッ〒599-8114 072-288-2532櫻井　宏充 櫻井　宏充 平24. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 堺市東区日置荘西町１丁５２番２常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 491662-00169 阿部歯科医院 〒599-8122 072-236-0067阿部　拓司 阿部　拓司 平24. 1. 1歯   診療所
     堺市東区丈六１８５番地の３ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 491762-00177 いまの歯科診療所 〒599-8112 072-285-1188今野　和浩 今野　和浩 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市東区日置荘原寺町２６番地１常　勤:    1 新規 現存
     ３第２陽明ハウス１階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 491862-00185 田口歯科 〒599-8104 072-286-0068田口　麗子 田口　麗子 平24.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     堺市東区引野町２丁１０９番５ 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 491962-00201 よしかわ歯科医院 〒599-8126 072-350-5434吉川　亜希 吉川　亜希 平25. 6. 1歯   小歯 診療所
     堺市東区大美野１４番地１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
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 492062-00227 きぬがわ歯科医院 〒599-8125 072-234-8383絹川　裕史 絹川　裕史 平25. 7. 1歯   小歯 診療所
     堺市東区西野４４５番地１ネオレ常　勤:    1 新規 現存
     ジデンスサカタ１ＦＡ号 (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 492162-00235 西山歯科クリニック 〒599-8103 072-286-0418西山　雅康 西山　雅康 平25. 9. 1歯   小歯 診療所
     堺市東区菩提町４丁４９番地９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 492262-00243 医療法人　一心会　ひ〒599-8114 072-349-4444医療法人　一心会　理出倉　亘 平26. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     きしょう歯科クリニッ堺市東区日置荘西町６丁２番２２常　勤:    3事長　山本　修史 組織変更 現存
     ク 号初芝レックスマンション１階 (歯       3) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 492362-00250 医療法人健和会　初芝〒599-8114 072-287-5558医療法人健和会　理事武安　彰子 平26.12. 1歯   診療所
     アキ歯科クリニック 堺市東区日置荘西町４丁５番１０常　勤:    1長　武安　彰子 新規 現存
     号サンライズ初芝２０１ (歯       1) 平26.12. 1
     非常勤:   15
     (歯      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 492462-00268 梅谷歯科医院 〒599-8107 072-285-2888梅谷　昌宏 梅谷　昌宏 平27. 1. 1歯   矯歯 診療所
     堺市東区白鷺町一丁２０番２０号常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 492562-00276 河村歯科 〒599-8121 072-239-2555河村　茂男 河村　茂男 平27. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市東区高松２０４番地４ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 492662-00284 中島歯科医院 〒599-8123 072-237-0032中島　大輔 中島　大輔 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市東区北野田１０７７番地２０常　勤:    1 継承 現存
     １アミナス北野田２階 (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 492762-00292 藤田歯科医院 〒599-8123 072-235-2171藤田　佳孝 藤田　佳孝 平27. 9. 1歯   小歯 診療所
     堺市東区北野田１１５番地１４ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 492862-00318 医療法人喜心会　ひか〒599-8124 072-237-2700医療法人喜心会　理事磯　香織 平29. 9. 1歯   診療所
     りデンタルクリニック堺市東区南野田４５４番地６ 常　勤:    1長　磯　香織 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 492963-00019 深野歯科医院 〒592-8348 072-261-8473深野　英一 深野　英一 平18.10. 1歯   診療所
     堺市西区浜寺諏訪森町中二丁１８常　勤:    2 移転 現存
     ６番地 (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 493063-00027 ひろせ歯科医院 〒593-8325 072-272-6039 瀬　慶一 瀬　慶一 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     堺市西区鳳南町三丁１９９番地１常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 493163-00035 がん歯科 〒593-8325 072-272-4180門林　巌 門林　巌 平20. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市西区鳳南町三丁１９９番１２常　勤:    1 新規 現存
     号アリオ鳳アリオモール２階２５(歯       1) 平26. 4. 1
     ２０
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 493263-00068 医療法人田口歯科　田〒593-8324 072-274-8148医療法人田口歯科　理田口　千洋 平21. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     口歯科医院 堺市西区鳳東町一丁３８番地３ 常　勤:    2事長　田口　千洋 組織変更 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 493363-00092 医療法人桜道会　宮川〒592-8343 072-261-7595医療法人桜道会　理事宮川　和也 平21. 6. 1歯   診療所
     桜道歯科医院 堺市西区浜寺元町一丁４番地 常　勤:    1長　宮川　和也 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 493463-00126 医療法人岸川歯科　岸〒593-8324 072-272-0796医療法人　岸川歯科　久保　善孝 平22. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     川歯科鳳診療所 堺市西区鳳東町四丁３０８番地１常　勤:    1理事長　岸川　裕 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 493563-00134 ますもと歯科クリニッ〒593-8315 072-274-6688枡元　克美 枡元　克美 平22.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 堺市西区菱木一丁２２２９番地２常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 493663-00159 川越歯科医院 〒593-8301 072-320-2365川越　淳一郎 川越　淳一郎 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     堺市西区上野芝町２丁８番１５号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 493763-00167 かわせ歯科クリニック〒592-8342 072-275-8813川瀨　元春 川瀨　元春 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市西区浜寺船尾町西４丁目５２常　勤:    1 新規 現存
     ３番１４号 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   507 頁

 493863-00175 みかデンタルクリニッ〒593-8301 072-277-8474山本　美加 山本　美加 平25.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 堺市西区上野芝町３丁４番２０号常　勤:    1 新規 現存
     （ＴＫビル２０２） (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 493963-00183 藤井歯科医院 〒593-8301 072-241-5454藤井　諭 藤井　諭 平25. 9.26歯   小歯 診療所
     堺市西区上野芝町１丁２４番２８常　勤:    2 継承 現存
     号 (歯       2) 平25. 9.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 494063-00209 小林歯科医院 〒593-8308 072-275-0188柘植　一刀 柘植　一刀 平26. 1. 1歯   診療所
     堺市西区神野町２丁１５番２８号常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 494163-00217 医療法人緑風会　新川〒593-8327 072-264-0854医療法人緑風会　理事新川　譽行 平26. 1. 1歯   診療所
     歯科医院 堺市西区鳳中町４丁９３番地１ 常　勤:    1長　新川　譽行 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 494263-00225 フジタ歯科医院 〒592-8335 072-247-0163藤田　正典 藤田　正典 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     堺市西区浜寺石津町東４丁２番８常　勤:    1 新規 現存
     号アーク・リム１０１ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 494363-00241 医療法人たんぽぽ会　〒593-8324 072-275-2121医療法人たんぽぽ会　池田　繁晴 平26.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     おおとり歯科 堺市西区鳳東町１丁７０番１ 常　勤:    1理事長　大嶋　俊一 移転 矯歯 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 494463-00258 大宮歯科医院 〒592-8348 072-263-7208大宮　隆志 大宮　隆志 平27. 1. 1歯   診療所
     堺市西区浜寺諏訪森町中一丁１０常　勤:    2 継承 現存
     ８番地 (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 494563-00266 上野芝駅前歯科 〒593-8301 072-280-2888佐藤　大助 佐藤　大助 平27. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市西区上野芝町４丁１７番７号常　勤:    1 継承 現存
     上野芝駅前ビル１階 (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 494663-00274 ふなき歯科 〒593-8301 072-276-4828舩木　将行 舩木　将行 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市西区上野芝町４丁６４３番地常　勤:    1 新規 現存
     １８ソフィア上野芝１階 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 494763-00282 むねまさ歯科クリニッ〒593-8329 072-262-0700小林　宗正 小林　宗正 平27. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 堺市西区下田町２５番３２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 494863-00308 髙田歯科医院 〒592-8349 072-261-0174髙田　雅秋 髙田　雅秋 平27. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市西区浜寺諏訪森町東２丁１１常　勤:    1 新規 現存
     ２番 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 494963-00316 医療法人倖和会　さく〒593-8312 072-274-5500医療法人倖和会　理事合六　淳 平27.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ら歯科おおとり院 堺市西区草部１５０２番１ 常　勤:    2長　岡本　文夫 新規 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 495063-00324 ヒラヤマ歯科クリニッ〒593-8325 072-260-3725平山　剛 平山　剛 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 堺市西区鳳南町３丁１９９番地１常　勤:    2 移転 現存
     ２０ (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 495163-00332 医療法人恵典会　諏訪〒592-8347 072-276-4188医療法人恵典会　理事高村　惣裕 平29. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     の森まさむねデンタル堺市西区浜寺諏訪森町西二丁７９常　勤:    2長　高村　惣裕 組織変更 現存
     クリニック 番１号イオンタウン諏訪の森２階(歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 495263-00340 松本歯科医院 〒593-8324 072-247-5621松本　航 松本　航 平29.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     堺市西区鳳東町１丁目７番３０号常　勤:    1 新規 現存
     平兵衛ビル１階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 495363-00357 内田歯科医院 〒593-8301 072-270-8888内田　卓弥 内田　卓弥 平30. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     堺市西区上野芝町２丁目３番１８常　勤:    2 新規 現存
     号上野芝クリニックモール１階 (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 495464-00025 医療法人　佑絢会　Ｃ〒590-0144 072-290-5548医療法人　佑絢会　理中井　正徳 平18. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ＆Ｃナカイデンタルク堺市南区赤坂台二丁５番２号　フ常　勤:    4事長　中井　正徳 組織変更 歯外 現存
     リニック ァミール赤坂台１０４号 (歯       4) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 495564-00033 医療法人富歯会　川上〒590-0115 072-290-6411医療法人富歯会　理事安田　康治 平18.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科パンジョ診療所 堺市南区茶山台一丁２番４号 常　勤:    7長　川上　富清 組織変更 歯外 現存
     (歯       7) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 495664-00041 たなか歯科クリニック〒590-0136 072-294-2020田中　一茂 田中　一茂 平19. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市南区美木多上１３６９番地１常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 495764-00058 医療法人活生会　筒井〒590-0111 072-293-8701医療法人活生会　理事筒井　豊 平19. 7. 1歯   診療所
     歯科医院 堺市南区三原台三丁５番５号 常　勤:    2長　筒井　豊 組織変更 現存
     (歯       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 495864-00074 医療法人　たんぽぽ会〒590-0114 072-284-6400医療法人たんぽぽ会　渡 　剛史 平19.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科 堺市南区槇塚台二丁３０番１号 常　勤:    3理事長　大嶋　俊一 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平25.10. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 495964-00116 ひまわり歯科 〒590-0115 072-292-8048岡田　悦典 岡田　悦典 平20. 8. 1歯   診療所
     堺市南区茶山台三丁２２番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 496064-00132 やまみち歯科 〒590-0105 072-292-1222山道　孝雄 山道　孝雄 平21. 8. 1歯   小歯 診療所
     堺市南区竹城台１丁１番地２市街常　勤:    1 継承 現存
     地住宅ビル２階 (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 496164-00165 西脇歯科医院 〒590-0117 0722-94-7762西脇　正揮 西脇　正揮 平23. 5. 1歯   歯外 診療所
     堺市南区高倉台２－２５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 496264-00173 医療法人　勇愛会　愛〒590-0132 072-339-4618医療法人　勇愛会　理髙橋　豊 平24. 7. 1歯   小歯 診療所
     ランド歯科 堺市南区原山台５丁９番５号クロ常　勤:    1事長　髙橋　豊 組織変更 現存
     スモールＢ館２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 496364-00181 医療法人　恒和会　島〒590-0101 072-292-8249医療法人　恒和会　理島田　和彦 平24. 7. 1歯   小歯 診療所
     田歯科クリニック 堺市南区宮山台４丁１番１６号 常　勤:    1事長　島田　和彦 組織変更 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 496464-00199 医療法人健匠会　赤野〒590-0103 072-234-8241医療法人健匠会　理事赤野　弘明 平25. 1. 1歯   歯外 診療所
     歯科クリニック 堺市南区深阪南１１４番地 常　勤:    2長　赤野　弘明 組織変更 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 496564-00207 医療法人　おさむ歯科〒590-0132 072-298-4182医療法人　おさむ歯科久保野　理 平25. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 堺市南区原山台五丁５番３号コン常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     プリチェＫＡＴＡＹＡＭＡ１０１(歯       1)久保野　理 平25. 1. 1
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 496664-00215 医療法人　清健会　栂〒590-0141 072-292-2525医療法人　清健会　理志野　亮 平25. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ・美木多ニコニコ歯科堺市南区桃山台２丁１番１号 常　勤:    1事長　野本　健作 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 496764-00223 こいずみ歯科医院 〒590-0105 072-291-1155小泉　孝弘 小泉　孝弘 平26. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市南区竹城台３丁３番６号 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 496864-00231 医療法人　精良会　せ〒590-0141 072-293-4180医療法人　精良会　理瀬古口　精良 平26. 1. 1歯   小歯 診療所
     こぐち歯科 堺市南区桃山台２丁３番４号ツイ常　勤:    2事長　瀬古口　精良 組織変更 現存
     ンビル桃山パート２（１階） (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 496964-00249 ののい歯科 〒590-0155 072-284-8410馬詰　一也 馬詰　一也 平26. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市南区野々井６５番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 497064-00256 医療法人清健会　光明〒590-0143 072-284-2525医療法人清健会　理事野本　健作 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     池ニコニコ歯科 堺市南区新檜尾台２丁１番１号泉常　勤:    1長　野本　健作 組織変更 現存
     北高速鉄道光明池駅舎内 (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 497164-00272 丹田歯科医院 〒590-0113 072-297-2883丹田　勝久 丹田　勝久 平26. 8.11歯   診療所
     堺市南区晴美台３丁１－７ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平26. 8.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 497264-00298 にしじま歯科 〒590-0103 072-235-6487西島　義人 西島　義人 平27. 6. 1歯   小歯 診療所
     堺市南区深阪南１５６番地パイン常　勤:    1 組織変更 現存
     コート１１４番館１階 (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 497364-00306 医療法人　のはら歯科〒590-0138 072-294-8241医療法人のはら歯科ク野原　昌彦 平27. 7. 1歯   小歯 診療所
     クリニック 堺市南区鴨谷台二丁１番７－２０常　勤:    1リニック　理事長　野 組織変更 現存
     ３号 (歯       1)原　昌彦 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 497464-00314 おかだ歯科クリニック〒590-0121 072-205-6480岡田　朗 岡田　朗 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     堺市南区片蔵４５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 497564-00322 医療法人　飯田歯科 〒590-0141 0722-96-0030医療法人飯田歯科　理飯田　高久 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市南区桃山台四丁２番３号 常　勤:    7事長　飯田　高久 組織変更 現存
     (歯       7) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 497664-00330 医療法人清健会　泉ヶ〒590-0115 072-299-2525医療法人清健会　理事東和田　慶直 平28.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     丘ニコニコ歯科 堺市南区茶山台一丁２番１号泉ヶ常　勤:    1長　野本　健作 新規 矯歯 現存
     丘センタービル１Ｆ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 497764-00348 みはらだい歯科クリニ〒590-0111 072-293-1000松尾　年弘 松尾　年弘 平29. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 堺市南区三原台一丁２番３号　ル常　勤:    1 継承 現存
     ルポ泉ヶ丘１Ｆ (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 497864-00355 みたに歯科 〒590-0144 072-249-5081三谷　譲 三谷　譲 平29. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市南区赤坂台４丁２４番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 497964-00363 もりもと歯科クリニッ〒590-0138 0722-92-1818森本　哲弘 森本　哲弘 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 堺市南区鴨谷台二丁１番３号光明常　勤:    1 新規 現存
     池アクト３階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 498065-00048 大野歯科医院 〒591-8044 072-255-0008大野　和博 大野　和博 平18.11. 1歯   診療所
     堺市北区中長尾町三丁４番１８号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 498165-00055 しもだ歯科クリニック〒591-8002 072-240-1118下田　久幸 下田　久幸 平19. 3. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区北花田町二丁２１９エミ常　勤:    1 新規 現存
     ネンス北花田１階 (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 498265-00063 上田歯科医院 〒591-8037 072-259-1301上田　俊夫 上田　俊夫 平19. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     堺市北区百舌鳥赤畑町三丁１４１常　勤:    2 移転 現存
     番地の１ (歯       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 498365-00089 山本歯科医院新金岡診〒591-8021 072-253-5700山本　和子 山本　和子 平20. 1.13歯   小歯 診療所
     療所 堺市北区新金岡町四丁７番１号 常　勤:    1 継承 休止
     (歯       1) 平26. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 498465-00105 医療法人二和会　なか〒591-8025 072-251-4182医療法人二和会　理事田中　良祐 平21. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     もず田中歯科 堺市北区長曽根町３０８４番地１常　勤:    2長　田中　淸惠 組織変更 現存
     ０ (歯       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 498565-00113 ますだ歯科 〒591-8023 072-240-0418桝田　まさ美 桝田　まさ美 平22. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市北区中百舌鳥町二丁５６第一常　勤:    2 継承 現存
     ゼミ中百舌鳥ビル１０１号室 (歯       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 498665-00121 医療法人教歯会　奥田〒591-8022 072-257-2172医療法人教歯会奥田歯奥田　教之 平22. 8. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院本院 堺市北区金岡町１５７３番５ 常　勤:    1科医院　理事長　奥田 移転 現存
     (歯       1)　教之 平28. 8. 1
     非常勤:   13
     (歯      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 498765-00139 はやの歯科クリニック〒591-8022 072-240-8148早野　慎 早野　慎 平22.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市北区金岡町５４９番地　１Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 498865-00147 藤田歯科 〒591-8032 072-259-4011藤田　日生 藤田　日生 平23. 1. 1歯   診療所
     堺市北区百舌鳥梅町三丁１番地４常　勤:    2 継承 現存
     第一日清ビル２階 (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 498965-00162 ひまわり歯科 〒591-8008 072-275-8211大久保　弘之 大久保　弘之 平23. 5. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区東浅香山町４丁目１－１常　勤:    1 新規 現存
     ２イオンモール堺北花田プラウ４(歯       1) 平29. 5. 1
     階 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 499065-00188 いわさき歯科 〒591-8008 072-258-1043岩崎　一生 岩崎　一生 平23. 7. 1歯   診療所
     堺市北区東浅香山町２丁－３３７常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 499165-00196 野歯科医院 〒591-8034 072-270-4148吉野　真護 吉野　真護 平23.12. 1歯   歯外 診療所
     堺市北区百舌鳥陵南町３丁１８４常　勤:    1 移転 現存
     番地 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 499265-00212 やすふく歯科クリニッ〒591-8022 072-255-8461安福　茂雄 安福　茂雄 平24. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 堺市北区金岡町１４２３番地４ビ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ッグカーサ堺しらさぎ駅前　Ｃ棟(歯       1) 平24. 8. 1
     １階 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 499365-00220 永橋歯科クリニック 〒591-8008 072-255-2500永橋　理宏 永橋　理宏 平24.10. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区東浅香山町２丁７４番２常　勤:    1 移転 現存
     ５号和伸ビル１階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 499465-00246 日野歯科医院 〒591-8008 072-252-0086日野　栄二 日野　栄二 平25.10. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区東浅香山町１丁１４２－常　勤:    1 継承 現存
     １ (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 499565-00253 仁木歯科クリニック 〒591-8004 072-230-4646仁木　繁憲 仁木　繁憲 平25.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市北区蔵前町３丁５番５８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 499665-00261 おおた歯科・口腔外科〒591-8037 072-246-4182太田　之博 太田　之博 平26. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     クリニック 堺市北区百舌鳥赤畑町１丁－１ブ常　勤:    1 新規 現存
     リリアントグリーン三国ヶ丘１階(歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 499765-00279 永山歯科医院 〒591-8025 072-255-6322永山　智崇 永山　智崇 平26. 5. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区長曽根町１６６７番地ポ常　勤:    1 新規 現存
     ラーレ１階 (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 499865-00287 医療法人清健会　ニコ〒591-8023 072-252-5150医療法人清健会　理事棚橋　幸子 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニコ歯科なかもず駅前堺市北区中百舌鳥町２丁４２番地常　勤:    1長　野本　健作 組織変更 現存
     クリニック Ｆｉｎｅなかもず１Ｆ (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 499965-00295 医療法人さくら会　さ〒591-8002 072-254-6480医療法人さくら会　理山中　竜 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     くら歯科　北花田院 堺市北区北花田町三丁１８番地１常　勤:    4事長　山中　竜 組織変更 現存
     ８ジョイフルフタバ１階 (歯       4) 平26. 7. 1
     非常勤:   14
     (歯      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 500065-00303 医療法人幸夢会　きた〒591-8002 072-246-0418医療法人幸夢会　理事桝田　康宏 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     はなだ　ますだ歯科 堺市北区北花田町２丁４－１コプ常　勤:    2長　桝田　康宏 組織変更 現存
     リー　１階 (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 500165-00311 小島歯科 〒591-8037 072-257-2320小島　広成 小島　広成 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市北区百舌鳥赤畑町１丁７番地常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 500265-00329 なかもずデンタルプレ〒591-8023 072-251-0418織畠　亜紀 織畠　亜紀 平27. 5. 1歯   小歯 診療所
     シャス 堺市北区中百舌鳥町２丁２０フロ常　勤:    1 新規 現存
     ーリッシュエノキダビル３０１ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 500365-00337 川﨑歯科 〒591-8043 072-252-2172川﨑　博 川﨑　博 平27. 5. 1歯   小歯 診療所
     堺市北区北長尾町１丁６番１７号常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 500465-00345 川越歯科 〒591-8002 072-254-1108川越　照代 川越　照代 平28. 1. 1歯   診療所
     堺市北区北花田町１丁４９番地 常　勤:    2 継承 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 500565-00352 医療法人幸夢会　しん〒591-8025 072-252-0418医療法人幸夢会　理事林　健太郎 平28. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     かな歯科 堺市北区長曾根町３０６９－９カ常　勤:    1長　桝田　康宏 新規 矯歯 現存
     ルム新金岡Ｂ．Ｌ．Ｄ１階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 500665-00360 篠田歯科医院 〒591-8008 072-251-4471篠田　修 篠田　修 平28.10. 1歯   診療所
     堺市北区東浅香山町一丁１番地３常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 500765-00378 しんかわ歯科クリニッ〒591-8032 072-275-8725新川　重彦 新川　重彦 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 堺市北区百舌鳥梅町三丁５７番１常　勤:    2 新規 現存
     号　シャバーニ１階 (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 500865-00394 医療法人　誓歯会　こ〒591-8032 072-242-3091医療法人誓歯会　理事小森　忠幸 平29. 3. 1歯   診療所
     もり歯科医院 堺市北区百舌鳥梅町一丁１７番４常　勤:    1長　小森　忠幸 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 500965-00402 医療法人よつば徳祐会〒591-8032 072-257-2418医療法人よつば徳祐会松井　徳彦 平29. 8.21歯   小歯 歯外診療所
     　松井歯科 堺市北区百舌鳥梅町一丁２６番地常　勤:    9　理事長　松井　徳彦 移転 現存
     ２ (歯       9) 平29. 8.21
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 501065-00410 ふじた歯科クリニック〒591-8002 072-275-4617藤田　雄大 藤田　雄大 平30. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     堺市北区北花田町３丁１７番６号常　勤:    1 新規 現存
     ホリゾンビル１階 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501165-00428 医療法人優祉会　堺な〒591-8025 072-257-7800医療法人優祉会　理事 瀬　幹隆 平30. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     かもず歯科 堺市北区長曽根町３０２９番地９常　勤:    1長　坂本　吉史 継承 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501265-00436 医療法人幸優会　さか〒591-8002 072-267-4358医療法人幸優会　理事坂中　幸誠 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     なか歯科 堺市北区北花田町三丁１８番地１常　勤:    1長　坂中　幸誠 組織変更 現存
     １ (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501365-00444 もずデンタルクリニッ〒591-8037 072-254-1817玉田　浩樹 玉田　浩樹 平30. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 堺市北区百舌鳥赤畑町三丁１６１常　勤:    2 新規 歯外 現存
     番地１ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501465-00451 もり歯科医院 〒591-8043 072-251-3010森　健太 森　健太 平30. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     堺市北区北長尾町６丁４番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501566-00012 西岡歯科医院 〒587-0022 0723-63-0818西岡　榮次 西岡　榮次 平18. 8. 1歯   診療所
     堺市美原区平尾３２番１号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501666-00038 豆野歯科医院 〒587-0051 072-363-1500豆野　陽一 豆野　陽一 平20. 3. 1歯   小歯 診療所
     堺市美原区北余部４９０番地８ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501766-00046 医療法人二和会　美原〒587-0003 072-362-1800医療法人二和会　理事田中　淸惠 平21. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     田中歯科 堺市美原区阿弥１９番１０ 常　勤:    2長　田中　淸惠 組織変更 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501891-01323 加藤歯科医院 〒532-0005 06-6391-0734加藤　正夫 加藤　正夫 昭37. 9. 1歯   診療所
     大阪市淀川区三国本町二丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     １５号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 501991-02032 城村歯科医院 〒532-0011 06-6304-3189城村　幸治 城村　幸治 昭49. 7. 1歯   診療所
     大阪市淀川区西中島四丁目２番２常　勤:    2 新規 現存
     １号新御堂筋ビル７階 (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 502091-02149 三上歯科医院 〒532-0011 06-6301-2022三上　勤 三上　勤 昭52. 5. 1歯   診療所
     大阪市淀川区西中島三丁目２０番常　勤:    1 新規 現存
     ８号新和ビル２階 (歯       1) 平10. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 502191-02438 久家歯科医院 〒532-0006 06-6395-0194久家　邦靖 久家　邦靖 昭55.11. 1歯   診療所
     大阪市淀川区西三国一丁目１３番常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 502291-02461 杉本歯科医院 〒532-0033 06-6394-2821杉本　收 杉本　收 昭56. 2. 1歯   診療所
     大阪市淀川区新高五丁目３番１７常　勤:    1 新規 現存
     号　 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 502391-02552 安達歯科医院 〒532-0004 06-6395-0418安達　郁 安達　郁 昭58. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区西宮原二丁目７番２常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 502491-02594 伊藤歯科医院 〒532-0023 06-6301-5928伊藤　知治 伊藤　知治 昭59. 1. 1歯   診療所
     大阪市淀川区十三東三丁目２８番常　勤:    1 継承 現存
     ５号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 502591-02636 管原歯科医院 〒532-0025 06-6300-0160管原　利夫 管原　利夫 昭59. 9. 1歯   診療所
     大阪市淀川区新北野一丁目８番１常　勤:    2 新規 現存
     ４号千代田生命十三ビル２階 (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 502691-02693 イマガワ歯科クリニッ〒532-0011 06-6304-1131今川　佳光 今川　佳光 昭61. 4. 1歯   診療所
     ク 大阪市淀川区西中島四丁目１３番常　勤:    1 新規 現存
     ２３号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 502791-02701 北村歯科医院 〒532-0005 06-6391-8241北村　昌也 北村　昌也 昭61. 8. 1歯   診療所
     大阪市淀川区三国本町一丁目１５常　勤:    1 新規 現存
     番２５号 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 502891-02727 岩鶴歯科医院 〒532-0028 06-6301-3324井上　泰 井上　泰 昭62. 1. 1歯   診療所
     大阪市淀川区十三元今里二丁目１常　勤:    1 継承 現存
     ４番１８号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 502991-02743 前原歯科診療所 〒532-0026 06-6309-5944前原　潔 前原　潔 昭62. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市淀川区塚本五丁目６番１７常　勤:    2 移転 現存
     号前原ビル２階 (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 503091-02784 高田歯科医院 〒532-0023 06-6390-1788髙田　茂喜 髙田　茂喜 昭63. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区十三東二丁目６番８常　勤:    1 新規 現存
     号第２高田ビル１階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 503191-02792 スガエ歯科 〒532-0033 06-6395-0615菅江　慶二 菅江　慶二 昭63. 2. 1歯   診療所
     大阪市淀川区新高６－１４－１４常　勤:    1 新規 現存
     プラザ宮田２Ｆ　Ｄ号室 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 503291-02826 脇歯科医院 〒532-0012 06-6305-6416脇　幹郎 脇　幹郎 昭63. 5. 1歯   診療所
     大阪市淀川区木川東４－８－１９常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 503391-02859 深田歯科 〒532-0006 06-6391-0048深田　洋 深田　洋 昭63. 2. 1歯   診療所
     大阪市淀川区西三国三丁目３番２常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 503491-02891 医療法人公英会　伊藤〒532-0002 06-6396-5566医療法人公英会　理事伊藤　公人 平元. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科クリニック 大阪市淀川区東三国五丁目１番１常　勤:    4長　伊藤　公人 組織変更 歯外 現存
     号近藤ビル２階 (歯       4) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 503591-02917 医療法人宏和会　池尻〒532-0002 06-6395-3300医療法人　宏和会　理池尻　良治 平元. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 大阪市淀川区東三国四丁目１番８常　勤:    1事長　池尻　良治 組織変更 現存
     号大京ビル東三国ハイツ２階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 503691-02958 はやし歯科医院 〒532-0005 06-6397-8858林　則子 林　則子 平 2. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区三国本町一丁目１６常　勤:    2 新規 現存
     番８号セントパークアベニュー岡(歯       2) 平29. 5. 1
     藤１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 503791-02982 北村歯科医院 〒532-0006 06-6331-3232北村　欣也 北村　欣也 平 2. 8.13歯   診療所
     大阪市淀川区西三国四丁目１１番常　勤:    1 継承 現存
     １号 (歯       1) 平29. 8.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 503891-03071 きおか歯科医院 〒532-0032 06-6307-5830木岡　慶文 木岡　慶文 平 4. 2. 1歯   診療所
     大阪市淀川区三津屋北一丁目５番常　勤:    2 新規 現存
     ２０号神崎川クリニックビル３階(歯       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 503991-03089 すぎた歯科 〒532-0024 06-6301-4614杉田　やよい 杉田　やよい 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区十三本町一丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     ８号　十三センタービル５０２号(歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504091-03097 オクムラ歯科医院 〒532-0011 06-6305-3366奥村　信 奥村　信 平 4.11. 1歯   診療所
     大阪市淀川区西中島四丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     ４号奥村ビル２階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504191-03105 横山歯科医院 〒532-0026 06-6305-5097横山　文浩 横山　文浩 平 4.12. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区塚本二丁目２４番９常　勤:    1 移転 現存
     号ビルズナカオ２階 (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504291-03139 岡田歯科医院 〒532-0033 06-6393-8144岡田　正博 岡田　正博 平 5. 5. 1歯   診療所
     大阪市淀川区新高三丁目９番１４常　勤:    1 新規 現存
     号ピカソ三国ビル３Ｆ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504391-03147 林デンタルクリニック〒532-0002 06-6393-9477林　正 林　正 平 5. 6. 1矯歯 小歯 歯  診療所
     大阪市淀川区東三国二丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号林メディカルセンター３階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504491-03196 進戸歯科医院 〒532-0002 06-6397-1182進戸　宏樹 進戸　宏樹 平 5. 9. 1歯   診療所
     大阪市淀川区東三国四丁目８番１常　勤:    1 新規 現存
     １号大拓ハイツ６　１階１０５号(歯       1) 平29. 9. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504591-03212 医療法人粧歯会　もり〒532-0032 06-6308-8080医療法人粧歯会もり歯森　光示 平 6. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 大阪市淀川区三津屋北一丁目１６常　勤:    1科医院　理事長　森　 組織変更 現存
     番１３号 (歯       1)光示 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504691-03246 北條歯科医院 〒532-0011 06-6301-8573北條　陽太郎 北條　陽太郎 平 6. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区西中島５－１－８日常　勤:    1 継承 現存
     研ビル２階 (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504791-03279 川越歯科医院 〒532-0031 06-6302-2423川越　善人 川越　善人 平 6. 4. 1歯   診療所
     大阪市淀川区加島３－５－２７フ常　勤:    1 継承 現存
     レッシュしみず２Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   519 頁

 504891-03295 東上歯科医院 〒532-0011 06-6886-1182東上　正輝 東上　正輝 平 6.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区西中島七丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     号興北ビル２階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504991-03311 医療法人　豊歯科医院〒532-0002 06-6391-1869医療法人　豊歯科医院豊　杏理 平 6.11.28歯   歯外 小歯診療所
     大阪市淀川区東三国二丁目１７番常　勤:    1　理事長　豊　杏理 移転 現存
     ２６号 (歯       1) 平27.11.28
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 505091-03345 医療法人健志会　ミナ〒532-0011 06-6885-8214医療法人健志会　理事尾﨑　大祥 平 7. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     ミ歯科クリニック 大阪市淀川区西中島五丁目１２番常　勤:    3長　南　清和 組織変更 現存
     １５号新大阪浪速ビル２階 (歯       3) 平28. 1. 1
     非常勤:   22
     (歯      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 505191-03386 もりもと歯科医院 〒532-0001 06-6394-5444森本　慎平 森本　慎平 平 8. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区十八条二丁目４番５常　勤:    1 新規 現存
     ５号能登第一 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 505291-03428 山田歯科医院 〒532-0013 06-6304-5220山田　七樹 山田　七樹 平 9. 4. 1歯   診療所
     大阪市淀川区木川西二丁目１４番常　勤:    1 継承 現存
     １３号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 505391-03444 柳原歯科医院 〒532-0026 06-6301-4549栁原　琢 栁原　琢 平 9.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区塚本二丁目２８番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 505491-03477 やま歯科 〒532-0011 06-6307-1600山　英俊 山　英俊 平11. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市淀川区西中島六丁目３番３常　勤:    1 継承 歯外 現存
     ２号第２新大阪ビル２階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 505591-03485 医療法人　大下歯科 〒532-0002 06-6397-5545医療法人　大下歯科　大下　康子 平11. 1. 1歯   診療所
     大阪市淀川区東三国四丁目１９番常　勤:    1理事長　大下　康子 組織変更 現存
     １７－１０１号 (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 505691-03493 ときざね歯科クリニッ〒532-0028 06-4805-1315時實　修一郎 時實　修一郎 平11. 3. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ク 大阪市淀川区十三元今里二丁目２常　勤:    2 新規 小歯 現存
     番４９号ピュア十三２階 (歯       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 505791-03501 西浦歯科 〒532-0004 06-6397-0327西浦　誠二 西浦　誠二 平11. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区西宮原二丁目７番３常　勤:    1 新規 現存
     ６号新大阪２２３マンション１０(歯       1) 平29. 4. 1
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 505891-03519 いりえ歯科 〒532-0028 06-6302-0298入江　剛 入江　剛 平11. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区十三元今里二丁目２常　勤:    1 新規 現存
     番４７号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 505991-03535 土井歯科医院 〒532-0026 06-6302-6480土井　亮 土井　亮 平11. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区塚本二丁目１３番２常　勤:    1 新規 現存
     ８号メゾンインペリアル菅本１階(歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 506091-03568 片山歯科医院 〒532-0023 06-6302-0093片山　達也 片山　達也 平11.12. 1歯   診療所
     大阪市淀川区十三東二丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 506191-03576 有泉歯科医院 〒532-0002 06-6350-2340有泉　圭一 有泉　圭一 平12. 1. 1歯   診療所
     大阪市淀川区東三国六丁目２１番常　勤:    1 新規 現存
     １３号アルパーク東三国１階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 506291-03584 どい歯科医院 〒532-0002 06-4807-4446土井　知二 土井　知二 平12. 4. 1歯   診療所
     大阪市淀川区東三国二丁目３７番常　勤:    1 新規 現存
     １７号 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 506391-03592 川中歯科医院 〒532-0002 06-6393-6400川中　正雄 川中　正雄 平12. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市淀川区東三国二丁目２８番常　勤:    1 新規 現存
     ８号富士ビル１階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 506491-03618 サッキー歯科 〒532-0011 06-4806-3955 原　秀樹 原　秀樹 平12. 8. 1歯   診療所
     大阪市淀川区西中島四丁目３番２常　勤:    1 新規 現存
     ２号新大阪長谷ビル２階 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 506591-03626 そうま歯科・矯正歯科〒532-0026 06-6302-1893相馬　俊一 相馬　俊一 平12. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市淀川区塚本二丁目１９番１常　勤:    3 継承 歯外 現存
     ６号 (歯       3) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 506691-03659 あおば歯科医院 〒532-0011 06-6100-1182中島　国男 中島　国男 平12.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区西中島三丁目２０番常　勤:    1 新規 現存
     ９号中島ビル２階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 506791-03667 東原歯科 〒532-0003 06-6150-1876東原　勇元 東原　勇元 平13. 3. 1歯   診療所
     大阪市淀川区宮原二丁目１２番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号ドルーム新大阪１階 (歯       1) 平25. 3. 1
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 506891-03683 山口歯科 〒532-0026 06-6100-1418山口　晃史 山口　晃史 平13. 5. 1歯   診療所
     大阪市淀川区塚本二丁目２７番８常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 506991-03717 奥野歯科医院 〒532-0026 06-6304-3580奥野　哲也 奥野　哲也 平13. 8.17歯   診療所
     大阪市淀川区塚本一丁目１９番１常　勤:    1 継承 現存
     ６号 (歯       1) 平25. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 507091-03733 医療法人　貴和会歯科〒532-0003 06-6395-8011医療法人　貴和会　理佐々木　猛 平14. 1. 8歯   診療所
     診療所 大阪市淀川区宮原三丁目４番３０常　勤:    6事長　松井　徳雄 移転 現存
     号ニッセイ新大阪ビル９階 (歯       6) 平26. 1. 8
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 507191-03741 武富歯科医院 〒532-0035 06-6300-1322武富　安正 武富　安正 平14. 2. 1歯   診療所
     大阪市淀川区三津屋南二丁目８番常　勤:    1 移転 現存
     ９号メゾン宝１階 (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 507291-03758 中田歯科医院 〒532-0003 06-6391-6480中田　利明 中田　利明 平14. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区宮原五丁目４番１８常　勤:    1 新規 現存
     号シャトー新大阪１階 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 507391-03766 あらい歯科医院 〒532-0006 06-6150-8181新井　孝彦 新井　孝彦 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区西三国三丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     １７号 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 507491-03782 永石歯科医院 〒532-0013 06-6301-3421永石　真幸 永石　真幸 平14. 4. 1歯   診療所
     大阪市淀川区木川西一丁目４番１常　勤:    1 継承 現存
     ７号Ｔ＆Ｍビル１階 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 507591-03816 かわばた歯科 〒532-0031 06-6390-2525川端　修一 川端　修一 平14. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区加島三丁目中２番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号ＫＳビル２階 (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 507691-03832 岡崎矯正歯科 〒532-0023 06-6889-5855岡﨑　聡慶 岡﨑　聡慶 平14. 6.24矯歯 診療所
     大阪市淀川区十三東二丁目９番６常　勤:    1 移転 現存
     号十三東駅前ビル　４階 (歯       1) 平26. 6.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 507791-03873 とよた歯科矯正歯科 〒532-0024 06-6308-5177豊田　弘政 豊田　弘政 平15. 5. 1歯   矯歯 診療所
     大阪市淀川区十三本町一丁目４番常　勤:    2 新規 現存
     ２号　２階 (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 507891-03881 大塚歯科クリニック 〒532-0005 06-6391-1193大塚　健司 大塚　健司 平15. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市淀川区三国本町三丁目３７常　勤:    5 移転 歯外 現存
     番３５号ヴュール阪急三国３階 (歯       5) 平27. 4. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 507991-03899 飯島歯科医院 〒532-0021 06-6301-5489飯島　秀典 飯島　秀典 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区田川北一丁目９番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 508091-03915 江口歯科クリニック 〒532-0011 06-6301-4765江口　博康 江口　博康 平15. 6.12歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区西中島四丁目５番２常　勤:    1 移転 現存
     ７号雲龍ビル２階 (歯       1) 平27. 6.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 508191-03956 小野歯科医院 〒532-0003 06-6396-6480小野　昇 小野　昇 平16. 7. 1歯   診療所
     大阪市淀川区宮原一丁目８番３号常　勤:    1 新規 現存
     ユニーブル新大阪１階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 508291-03964 アップル歯科クリニッ〒532-0004 06-6350-3003福迫　美保 福迫　美保 平16.10. 1歯   小歯 診療所
     ク 大阪市淀川区西宮原三丁目３番６常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 508391-03998 おおさこ歯科医院 〒532-0023 06-6305-6858大迫　英明 大迫　英明 平17. 1. 1歯   診療所
     大阪市淀川区十三東四丁目９番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号パークハウス日野１階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 508491-04004 医療法人健歯会　ひま〒532-0028 06-6301-0418医療法人健歯会　理事松本　薫 平17. 1. 1歯   歯外 診療所
     わり歯科クリニック 大阪市淀川区十三元今里二丁目２常　勤:    1長　松本　薫 組織変更 現存
     １番１２号 (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 508591-04012 まつもと歯科 〒532-0031 06-6303-8811松本　博 松本　博 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区加島三丁目中８番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号ベルウッド加島Ⅲ１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 508691-04038 近藤歯科 〒532-0033 06-6395-1543近藤　幹雄 近藤　幹雄 平17. 6. 1歯   診療所
     大阪市淀川区新高六丁目５番２１常　勤:    3 継承 現存
     号 (歯       3) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 508791-04046 おおの歯科医院 〒532-0005 06-6396-0332大野　浩史 大野　浩史 平17.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区三国本町二丁目６番常　勤:    2 新規 現存
     ２０号マリッシュ新大阪１階１０(歯       2) 平29.11. 1
     １号
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 508891-04061 医療法人聖翔会　リー〒532-0002 06-6399-9080医療法人聖翔会　理事川嶋　美奈 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     ・デンタルクリニック大阪市淀川区東三国三丁目９番１常　勤:    1長　丸谷　善彦 組織変更 現存
     ３号ユニライフ北大阪３号棟１１(歯       1) 平30. 1. 1
     ９号 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 508991-04079 一瀬歯科医院 〒532-0006 06-6391-1678田中　学 田中　学 平18. 6. 1歯   診療所
     大阪市淀川区西三国一丁目３番１常　勤:    1 継承 現存
     ４号ミングルＡＰ西三国一番館１(歯       1) 平30. 6. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 509091-04095 とくなが歯科医院 〒532-0024 06-6301-3970德永　敦 德永　敦 平18.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区十三本町二丁目９番常　勤:    3 継承 現存
     １５号 (歯       3) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 509191-04111 池田歯科医院 〒532-0002 06-6392-5418池田　誉 池田　誉 平19. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区東三国五丁目１２番常　勤:    1 新規 現存
     １０号エンシンビル１階 (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 509291-04129 かわらもと歯科 〒532-0003 06-4302-4182瓦本　麻美子 瓦本　麻美子 平19.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区宮原一丁目１９番２常　勤:    1 新規 現存
     ３号ステュディオ新御堂１階 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 509391-04145 佐村歯科医院 〒532-0011 06-6304-3632佐村　欣哉 佐村　欣哉 平19.10. 4歯   診療所
     大阪市淀川区西中島四丁目２番２常　勤:    1 継承 現存
     ６号天神第１ビル３階 (歯       1) 平25.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 509491-04152 もりが歯科 〒532-0026 06-6885-6480森賀　繁 森賀　繁 平20. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区塚本三丁目４番２６常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     号 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 509591-04160 池歯科医院 〒532-0004 06-6395-8178池　宏海 池　宏海 平20. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区西宮原一丁目６番３常　勤:    1 新規 現存
     ６号新大阪コミュニケーションプ(歯       1) 平26. 5. 1
     ラザ１０２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 509691-04178 つじもと歯科クリニッ〒532-0002 06-6150-1184辻本　勝和 辻本　勝和 平20. 5. 1歯   診療所
     ク 大阪市淀川区東三国四丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     ２号サニーサイド２４０１０２号(歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 509791-04194 古川歯科クリニック 〒532-0001 06-6395-1020古川　敏郎 古川　敏郎 平20. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区十八条二丁目７番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平26. 7. 1
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 509891-04202 江藤歯科 〒532-0003 06-6392-8450江藤　芳子 江藤　芳子 平20. 6. 1歯   診療所
     大阪市淀川区宮原四丁目３番３９常　勤:    1 継承 現存
     号大広新大阪ビル２階 (歯       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 509991-04228 医療法人若葉会　吉村〒532-0028 06-6306-2113医療法人若葉会　理事吉村　禎浩 平21. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 大阪市淀川区十三元今里二丁目１常　勤:    3長　吉村　禎浩 組織変更 現存
     ９番９号 (歯       3) 平27. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 510091-04236 医療法人　おくだ歯科〒532-0024 06-6302-7447医療法人おくだ歯科医奥田　裕司 平21. 3. 1歯   診療所
     医院 大阪市淀川区十三本町二丁目１番常　勤:    3院　理事長　奥田　裕 移転 現存
     ２６号十三ＮＬＣビル７階 (歯       3)司 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 510191-04244 かしま駅前歯科クリニ〒532-0031 06-6307-6480木下　正彦 木下　正彦 平21. 4. 1歯   小歯 診療所
     ック 大阪市淀川区加島三丁目２番１５常　勤:    1 継承 現存
     号　原田ビル１階 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 510291-04277 徳永歯科医院 〒532-0012 06-6301-5195德永　哲也 德永　哲也 平21.11. 1歯   診療所
     大阪市淀川区木川東三丁目４番３常　勤:    1 移転 現存
     １号 (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 510391-04301 末廣歯科医院 〒532-0032 06-6305-6644末廣　恒生 末廣　恒生 平22. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区三津屋北一丁目３３常　勤:    1 移転 現存
     番１３号 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 510491-04319 はしもと歯科クリニッ〒532-0003 06-6350-5858橋本　仁孝 橋本　仁孝 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市淀川区宮原一丁目１６番２常　勤:    2 新規 現存
     ８号バルムハウス新大阪１０３ (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 510591-04327 髙本歯科医院 〒532-0005 06-6393-3414髙本　博行 髙本　博行 平22. 3.24歯   診療所
     大阪市淀川区三国本町三丁目１４常　勤:    1 継承 現存
     番２０号 (歯       1) 平28. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 510691-04335 海野歯科医院 〒532-0011 06-6305-4888海野　勇造 海野　勇造 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区西中島一丁目１２番常　勤:    1 移転 現存
     １１号 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 510791-04350 十三・デンタルクリニ〒532-0023 06-4805-8155安岡　正武 安岡　正武 平22. 7. 1歯   診療所
     ック 大阪市淀川区十三東二丁目１２番常　勤:    1 新規 現存
     ４７号さとうビル４Ｆ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 510891-04368 医療法人　芳章会　ジ〒532-0003 06-4807-3388医療法人芳章会　理事佐々木　昭知 平22. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ュミデンタルクリニッ大阪市淀川区宮原二丁目３番１６常　勤:    1長　越久村　耕平 組織変更 現存
     ク 号橋本ビル２階 (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 510991-04384 せお歯科クリニック 〒532-0006 06-6399-6193瀬尾　寛哉 瀬尾　寛哉 平23. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区西三国四丁目８番１常　勤:    2 継承 現存
     ９号三国ビル２階 (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 511091-04400 こまき歯科医院 〒532-0006 06-6397-8070小牧　誠史 小牧　誠史 平23. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区西三国３丁目１８番常　勤:    1 新規 現存
     １号三国ホープハウス１０１号 (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 511191-04418 そたに歯科医院 〒532-0032 06-4862-4618曽谷　充登 曽谷　充登 平23. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市淀川区三津屋北３丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     １５号サンロードノナカ１階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 511291-04426 医療法人　晃司歯科医〒532-0002 06-6393-8282医療法人晃司歯科医院増田　晃司 平23. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 大阪市淀川区東三国３丁目１０番常　勤:    1　理事長　増田　晃司 組織変更 現存
     ３号プライムハイツ新大阪２０１(歯       1) 平29. 7. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 511391-04459 別當歯科医院 〒532-0002 06-6391-0319矢田　基 矢田　基 平23.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区東三国一丁目５番１常　勤:    1 移転 現存
     ７号１階 (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 511491-04475 医療法人　同仁会歯科〒532-0002 06-6394-0288医療法人同仁会歯科ク中原　誠哉 平23.12. 1歯   小歯 診療所
     クリニック 大阪市淀川区東三国二丁目２４番常　勤:    1リニック　理事長　中 移転 現存
     １１号ハートアートコレクション(歯       1)原　誠哉 平29.12. 1
     ビル１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 511591-04483 渚歯科医院 〒532-0028 06-6301-0465渚　紀子 渚　紀子 平24. 4. 1歯   診療所
     大阪市淀川区十三元今里２丁目５常　勤:    1 継承 現存
     番１８号 (歯       1) 平30. 4. 1
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 511691-04491 ごんだ歯科 〒532-0036 06-6309-8264権田　まどか 権田　まどか 平24. 5. 1歯   診療所
     大阪市淀川区三津屋中２丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ２２号 (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 511791-04509 医療法人宝秀会　末広〒532-0023 06-6301-3934医療法人宝秀会　理事末 　秀次 平24. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科医院 大阪市淀川区十三東２丁目７番１常　勤:    1長　末 　秀次 組織変更 現存
     ６号 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 511891-04517 前川歯科クリニック 〒532-0002 06-7503-9781前川　仁志 前川　仁志 平24. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区東三国５－１５－１常　勤:    1 新規 現存
     ４ベルサンテビル１階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 511991-04533 オクダ歯科 〒532-0033 06-7165-0970奥田　大造 奥田　大造 平24.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区新高４丁目１２番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号プリンスコート新高１階Ｃ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 512091-04558 かずデンタルクリニッ〒532-0006 06-4867-3192濱田　和恭 濱田　和恭 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市淀川区西三国４丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     号アーバンハイム川１Ｆ１０３ (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 512191-04566 医療法人　壮心会　藤〒532-0004 06-6397-8518医療法人　壮心会　理藤井　隆夫 平25. 7. 1歯   診療所
     井歯科クリニック 大阪市淀川区西宮原２丁目７番４常　勤:    1事長　藤井　隆夫 組織変更 現存
     ５号フルーレ第２新大阪１０２号(歯       1) 平25. 7. 1
     室 非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 512291-04574 よしや歯科　三国駅前〒532-0006 06-6151-5511葭矢　啓介 葭矢　啓介 平25. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     診療所 大阪市淀川区西三国３丁目４番７常　勤:    1 新規 現存
     号阪急三国駅前ビル１階 (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 512391-04582 よしかわ歯科医院 〒532-0003 06-6393-8121吉川　雄 吉川　雄 平25. 9. 1歯   診療所
     大阪市淀川区宮原５丁目６番９号常　勤:    1 新規 現存
     味楽ビル１Ｆ (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 512491-04590 医療法人光慈会　やす〒532-0005 06-6397-8148医療法人光慈会　理事萩原　政隆 平26. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     らぎ歯科医院 大阪市淀川区三国本町二丁目１３常　勤:    2長　萩原　政隆 組織変更 現存
     番２号マックスバリュ淀川三国店(歯       2) 平26. 1. 1
     ２階 非常勤:    2
     (歯       2)
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 512591-04608 いしい歯科クリニック〒532-0005 06-6399-2442石井　康達 石井　康達 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区三国本町３丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     １０号パルム新三国１０１ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 512691-04616 医療法人うおずみ歯科〒532-0033 06-6152-5780医療法人うおずみ歯科上野　彰夫 平26. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     診療所　ウエノデンタ大阪市淀川区新高３丁目８番２０常　勤:    1診療所　理事長　魚住 新規 現存
     ルクリニック 号１０１ (歯       1)　智子 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 512791-04632 赤垣歯科クリニック 〒532-0028 06-6301-1700赤垣　俊輔 赤垣　俊輔 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区十三元今里１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番４６号アークピア十三　１階 (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 512891-04640 医療法人ナチュラルテ〒532-0013 06-6390-4618医療法人ナチュラルテ森脇　伸充 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ィース　もりわきデン大阪市淀川区木川西４丁目２番２常　勤:    1ィース　理事長　森脇 組織変更 矯歯 現存
     タルクリニック 号オークヒルズ１階 (歯       1)　伸充 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 512991-04657 医療法人　くれしろ歯〒532-0003 06-6393-9046医療法人くれしろ歯科呉城　英俊 平27. 1. 1歯   診療所
     科 大阪市淀川区宮原４丁目３番１２常　勤:    2　理事長　呉城　英俊 組織変更 現存
     号明幸ビル２Ｆ (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 513091-04665 玉利歯科医院 〒532-0024 06-6308-1180玉利　秀樹 玉利　秀樹 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区十三本町２丁目１４常　勤:    1 継承 　 現存
     番５号 (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 513191-04673 新大阪デンタルクリニ〒532-0002 06-6395-9295川上　雅成 川上　雅成 平27. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 大阪市淀川区東三国二丁目２２番常　勤:    3 組織変更 現存
     ６号シャンティマサノＡ (歯       3) 平27. 2. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 513291-04681 片岡歯科医院 〒532-0023 06-6308-1204片岡　光太郎 片岡　光太郎 平27. 5.13歯   診療所
     大阪市淀川区十三東２丁目９番１常　勤:    1 移転 現存
     ０号十三駅前医療ビル４階 (歯       1) 平27. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 513391-04707 ふじの歯科医院 〒532-0024 06-6301-3147藤野　寛暁 藤野　寛暁 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区十三本町２丁目８番常　勤:    2 新規 現存
     ３号 (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 513491-04715 マスダ歯科 〒532-0003 06-6395-1008増田　吉彦 増田　吉彦 平27.10. 1歯   診療所
     大阪市淀川区宮原２丁目１３番１常　勤:    2 継承 現存
     ２号新大阪マスタニオフィション(歯       2) 平27.10. 1
     ２Ｆ
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 513591-04723 医療法人叔美会　井上〒532-0028 06-6300-0648医療法人叔美会　理事井上　慎太郎 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科ＣＬＩＮＩＣ＆Ｗ大阪市淀川区十三元今里一丁目７常　勤:    1長　井上　慎太郎 組織変更 現存
     ＯＲＫＳ 番２２号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 513691-04731 小石歯科医院 〒532-0031 06-6302-4577小石　同亮 小石　同亮 平28. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市淀川区加島一丁目５８番３常　勤:    1 継承 現存
     ６号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 513791-04756 医療法人一宣会　ＫＡ〒532-0026 06-6886-6480医療法人一宣会　理事大島　一宣 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     Ｚ　ＤＥＮＴＡＬ　Ｏ大阪市淀川区塚本二丁目２１番７常　勤:    1長　大島　一宣 組織変更 矯歯 現存
     ＦＦＩＣＥ 号 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 513891-04764 松尾歯科医院 〒532-0023 06-6304-5511松尾　正寛 松尾　正寛 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区十三東三丁目１５番常　勤:    2 継承 現存
     ３０号 (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 513991-04772 倉田歯科 〒532-0006 06-6150-4182倉田　寛之 倉田　寛之 平29. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市淀川区西三国３丁目５番３常　勤:    1 継承 現存
     号ヤマモトビル２階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 514091-04780 村上歯科 〒532-0002 06-6392-6418村上　宣人 村上　宣人 平29.12. 1歯   診療所
     大阪市淀川区東三国５－１－３ク常　勤:    1 移転 現存
     カワビル３０２ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 514191-04798 内橋歯科医院 〒532-0023 06-6301-0081内橋　 行 内橋　 行 平30. 2. 1歯   診療所
     大阪市淀川区十三東３丁目５番９常　勤:    1 継承 現存
     号大島紬ビル１階 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 514291-04806 医療法人光惠会　新大〒532-0011 06-6304-0418医療法人光惠会　理事野田　拓 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     阪ひかり歯科クリニッ大阪市淀川区西中島７丁目４番２常　勤:    1長　島田　光 新規 現存
     ク １号ホーククレセント第２ビル　(歯       1) 平30. 4. 1
     １Ｆ 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 514391-04814 医療法人髙森会　 田〒532-0028 06-6309-3747医療法人髙森会　理事 田　哲平 平30. 3. 1歯   診療所
     歯科クリニック 大阪市淀川区十三元今里一丁目１常　勤:    2長　髙森　奈々 継承 現存
     ３番１８号 田ビル２階 (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 514491-04822 医療法人愛千会　新大〒532-0003 06-4807-8020医療法人愛千会　理事豊住　格光 平30. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     阪やまむらデンタルク大阪市淀川区宮原四丁目４番２号常　勤:    1長　山村　成弘 新規 現存
     リニック 新大阪グランドハイツ２号棟１０(歯       1) 平30. 6. 1
     ５号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 514592-01263 松井歯科医院 〒538-0044 06-6967-0384松井　順一 松井　順一 昭50. 3. 1歯   診療所
     大阪市鶴見区放出東二丁目２２番常　勤:    1 新規 現存
     １８号ツダフラット１０４号室 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 514692-01313 谷本歯科医院 〒538-0041 06-6961-3139谷本　啓三 谷本　啓三 昭54. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市鶴見区今津北五丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     １８号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 514792-01339 中辻歯科診療所 〒538-0054 06-6913-2034中辻　薫 中辻　薫 昭55. 7. 1歯   診療所
     大阪市鶴見区緑二丁目８番２１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 514892-01354 酒匂歯科 〒538-0044 06-6961-2977酒匂　清和 酒匂　清和 昭56. 1. 1歯   診療所
     大阪市鶴見区放出東三丁目２２番常　勤:    1 継承 現存
     ２２号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 514992-01370 川上歯科医院 〒538-0034 06-6912-6400川上　力 川上　力 昭56.12. 1歯   診療所
     大阪市鶴見区徳庵一丁目１番６４常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 515092-01388 安井歯科医院 〒538-0051 06-6911-3258安井　久好 安井　久好 昭57. 9. 1歯   診療所
     大阪市鶴見区諸口４－１０－２１常　勤:    1 新規 現存
     －１１４ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 515192-01412 大草歯科医院 〒538-0033 06-6911-0152大草　亘 大草　亘 昭59. 1. 1歯   診療所
     大阪市鶴見区中茶屋二丁目１番３常　勤:    1 移転 現存
     １号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 515292-01420 長崎歯科医院 〒538-0031 06-6912-1166長崎　林太郎 長崎　林太郎 昭59. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市鶴見区茨田大宮二丁目７番常　勤:    1 新規 現存
     １６号 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 515392-01461 おくで歯科医院 〒538-0044 06-6962-6480奥出　篤以 奥出　篤以 昭61. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市鶴見区放出東三丁目１１番常　勤:    1 新規 休止
     ２６号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 515492-01487 医療法人　普川歯科医〒538-0043 06-6967-0222医療法人普川歯科医院普川　朋志 昭63. 1. 1歯   小歯 診療所
     院 大阪市鶴見区今津南一丁目５番３常　勤:    1　理事長　普川　朋志 組織変更 現存
     ０号スキップビル１０６号 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 515592-01503 医療法人　前田歯科医〒538-0051 06-6911-3320医療法人前田歯科医院前田　康祐 昭64. 1. 1歯   小歯 診療所
     院 大阪市鶴見区諸口四丁目７番１１常　勤:    1　理事長　前田　康祐 組織変更 現存
     号メゾン交楽園１階 (歯       1) 平28. 1. 1
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 515692-01511 平井歯科 〒538-0054 06-6939-4100平井　久行 平井　久行 平元. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市鶴見区緑一丁目１番５号溝常　勤:    1 新規 現存
     延ビル１０１号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 515792-01537 釜谷歯科医院 〒538-0053 06-6911-1818釜谷　晋平 釜谷　晋平 平 2. 8. 1歯   診療所
     大阪市鶴見区鶴見五丁目７番１２常　勤:    1 新規 現存
     号クレストツルミ２階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 515892-01560 井山歯科医院 〒538-0041 06-6968-7815井山　友喜 井山　友喜 平 3. 1. 7歯   診療所
     大阪市鶴見区今津北四丁目９番１常　勤:    2 継承 現存
     ８号 (歯       2) 平30. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 515992-01602 かとう歯科医院 〒538-0052 06-6913-3033加藤　聡 加藤　聡 平 4.11. 1歯   診療所
     大阪市鶴見区横堤二丁目２３番７常　勤:    1 新規 現存
     号ＮＹＰビル２階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 516092-01628 ゆん歯科クリニック 〒538-0052 06-6911-5177尹　聖澤 尹　聖澤 平 5.11. 1歯   診療所
     大阪市鶴見区横堤四丁目２０番２常　勤:    1 新規 現存
     １号グリーンマンション２階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 516192-01636 医療法人　今津歯科医〒538-0031 06-6913-5115医療法人今津歯科医院今津　英文 平 6. 1. 1歯   小歯 診療所
     院本院 大阪市鶴見区茨田大宮四丁目２２常　勤:    1　理事長　今津　英文 組織変更 現存
     番８号 (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 516292-01644 平野歯科医院 〒538-0051 06-6915-0610平野　晃之 平野　晃之 平 6. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市鶴見区諸口２－１４－１３常　勤:    1 新規 現存
     メゾンドプレセアンス１０５ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 516392-01651 浅香歯科医院 〒538-0044 06-6965-2670浅香　信 浅香　信 平 6. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市鶴見区放出東３－３１－３常　勤:    1 新規 現存
     ３バンブービル２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 516492-01669 サイトウ歯科 〒538-0052 06-6913-5155斎藤　善雄 斎藤　善雄 平 6. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市鶴見区横堤３－６－６　ラ常　勤:    1 新規 現存
     ベール聖友１階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 516592-01693 田中歯科医院 〒538-0033 06-6911-3621田中　利一 田中　利一 平 7. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市鶴見区中茶屋一丁目１番６常　勤:    1 移転 現存
     １号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 516692-01719 祝原歯科医院 〒538-0044 06-6969-0955祝原　豊彦 祝原　豊彦 平 7.11. 1歯   歯外 診療所
     大阪市鶴見区放出東三丁目３１番常　勤:    1 新規 現存
     ２４号 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 516792-01727 つじもと歯科医院 〒538-0053 06-6913-8182辻本　泰幸 辻本　泰幸 平 7.12. 1歯   診療所
     大阪市鶴見区鶴見三丁目１０番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号ソフィー鶴見２階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 516892-01735 北野歯科医院 〒538-0037 06-6915-8211北野　一成 北野　一成 平 8. 7. 1歯   診療所
     大阪市鶴見区焼野一丁目南８番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 516992-01743 みぞぐち歯科医院 〒538-0031 06-6915-6480溝口　克之 溝口　克之 平 8. 8. 1歯   診療所
     大阪市鶴見区茨田大宮三丁目１６常　勤:    1 新規 現存
     番８号 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 517092-01750 医療法人　育有会　堀〒538-0043 06-6967-7070医療法人育有会　理事堀口　則夫 平 9. 2. 1歯   小歯 診療所
     口歯科医院 大阪市鶴見区今津南一丁目５番２常　勤:    1長　堀口　則夫 移転 現存
     ４号今津マンション１階 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 517192-01784 ごとう歯科クリニック〒538-0035 06-6914-6111後藤　修一郎 後藤　修一郎 平11. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪市鶴見区浜五丁目南１番１３常　勤:    2 新規 現存
     号モン・ピエース１階 (歯       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 517292-01818 よしだ歯科クリニック〒538-0051 06-6912-8615吉田　由子 吉田　由子 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市鶴見区諸口四丁目１４番８常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 517392-01842 はせがわ歯科 〒538-0044 06-6167-2511長谷川　徹也 長谷川　徹也 平16. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市鶴見区放出東三丁目２１番常　勤:    1 新規 現存
     ５０号ＪＲ放出駅ＮＫビル４０２(歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 517492-01875 あまこ歯科医院 〒538-0044 06-6967-0418尼子　涼生 尼子　涼生 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪市鶴見区放出東三丁目２１番常　勤:    1 新規 現存
     ４０－２０１号 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 517592-01883 花博ささき歯科 〒538-0052 06-6912-8241佐々木　秀和 佐々木　秀和 平17. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市鶴見区横堤四丁目２５番５常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)



 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   532 頁

 517692-01891 はなてん内田歯科医院〒538-0044 06-6969-6480内田　良平 内田　良平 平17.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市鶴見区放出東三丁目７番６常　勤:    1 新規 歯外 現存
     号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 517792-01917 ひろし歯科医院 〒538-0052 06-6912-0088田中　宏志 田中　宏志 平18. 2. 1歯   小歯 診療所
     大阪市鶴見区横堤一丁目１１番３常　勤:    1 新規 現存
     ７号ファーストステージ１階 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 517892-01925 医療法人　吉岡歯科医〒538-0051 06-6914-2525医療法人吉岡歯科医院 岡　愼郎 平18. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 大阪市鶴見区諸口三丁目１番２１常　勤:    2　理事長　吉岡　愼郎 組織変更 現存
     号エクセル・ラ・ヴェール２階 (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 517992-01941 医療法人　正真会　池〒538-0043 06-6961-0590医療法人　正真会　理池嶋　正也 平18. 7. 1歯   診療所
     嶋歯科診療所 大阪市鶴見区今津南二丁目５番３常　勤:    1事長　池嶋　正也 組織変更 現存
     ８号 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 518092-01958 上田歯科クリニック 〒538-0052 06-6911-0489上田　章浩 上田　章浩 平18. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市鶴見区横堤三丁目１０番１常　勤:    1 継承 現存
     ９号堤之ビル５階 (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 518192-01966 ひろすえ歯科クリニッ〒538-0053 06-6913-2880 末　公 末　公 平18.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 大阪市鶴見区鶴見四丁目１７番１常　勤:    1 移転 歯外 現存
     号ダイヤモンドシティ・リーファ(歯       1) 平24.12. 1
     ３２５ 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 518292-01990 医療法人三恵会　沖村〒538-0042 06-6167-2222医療法人三恵会沖村歯沖村　多実男 平19. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 大阪市鶴見区今津中三丁目７番４常　勤:    1科医院　理事長　沖村 組織変更 現存
     号 (歯       1)　多実男 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 518392-02006 おざきデンタルクリニ〒538-0042 06-6963-6480尾﨑　秀一 尾﨑　秀一 平19. 9. 1歯   小歯 診療所
     ック 大阪市鶴見区今津中一丁目６番４常　勤:    1 新規 現存
     ３号エスパシオ・アローネ鶴見１(歯       1) 平25. 9. 1
     ０３号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 518492-02014 ふるや歯科クリニック〒538-0051 06-6915-0111古屋　尚信 古屋　尚信 平21. 4. 1歯   診療所
     大阪市鶴見区諸口一丁目６番２８常　勤:    1 新規 現存
     号レピア鶴見ザプライム１階１０(歯       1) 平27. 4. 1
     １号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 518592-02022 まえやま歯科医院 〒538-0053 06-6915-3777前山　英昭 前山　英昭 平21. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市鶴見区鶴見三丁目１２番２常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ３号ドリームネオポリス鶴見Ⅲ２(歯       1) 平27. 4. 1
     階２０１号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 518692-02048 よこやま歯科クリニッ〒538-0035 06-6914-1182横山　僚祐 横山　僚祐 平21. 9. 1歯   小歯 診療所
     ク 大阪市鶴見区浜四丁目１２番６号常　勤:    1 新規 現存
     ヴッディハウスウエコー１階 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 518792-02055 木村歯科医院 〒538-0052 06-6912-5852飯島　雅美 飯島　雅美 平21. 8.31歯   診療所
     大阪市鶴見区横堤三丁目６番５３常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平27. 8.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 518892-02063 医療法人Ｍ＆Ｎ　岡本〒538-0052 06-6913-3045医療法人Ｍ＆Ｎ岡本歯岡本　政行 平22. 1. 1歯   小歯 診療所
     歯科医院 大阪市鶴見区横堤一丁目１２番６常　勤:    1科医院　理事長　岡本 組織変更 現存
     号 (歯       1)　政行 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 518992-02071 医療法人俊慈会　サト〒538-0044 06-6961-2940医療法人俊慈会　理事佐藤　 也 平22. 1. 1歯   診療所
     ウ歯科 大阪市鶴見区放出東三丁目６番９常　勤:    1長　佐藤　 也 組織変更 現存
     号 (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 519092-02097 医療法人　健友会　笑〒538-0052 06-6911-3338医療法人　健友会　理境　健太郎 平22.11. 1歯   小歯 診療所
     顔おとな・こどもデン大阪市鶴見区横堤五丁目２番１７常　勤:    2事長　境　健太郎 組織変更 現存
     タルクリニック 号横堤ビル２階 (歯       2) 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 519192-02105 東歯科医院 〒538-0035 06-6912-4098東　義景 東　義景 平23. 2.22歯   小歯 診療所
     大阪市鶴見区浜三丁目８番５２号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29. 2.22
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 519292-02113 ノアデンタルクリニッ〒538-0053 06-6935-6651小泉　彰吾 小泉　彰吾 平23. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市鶴見区鶴見４丁目１番２号常　勤:    1 新規 現存
     ソーレ・ブリアンテ今福鶴見ビル(歯       1) 平29. 5. 1
     ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 519392-02139 堤之歯科医院 〒538-0035 06-7503-6348堤之　志帆 堤之　志帆 平24. 8. 1歯   小歯 診療所
     大阪市鶴見区浜３丁目３番４号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
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 519492-02147 のむら歯科 〒538-0044 06-6967-0068野村　泰子 野村　泰子 平24. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市鶴見区放出東２丁目１６番常　勤:    1 移転 現存
     ２６号ルアナ鶴見１階 (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 519592-02162 医療法人　いちば歯科〒538-0035 06-6913-3715医療法人いちば歯科医市場　亮志 平25. 7. 1歯   診療所
     医院 大阪市鶴見区浜二丁目５番５号パ常　勤:    1院　理事長　市場　亮 組織変更 現存
     ークリッジ現代１階 (歯       1)志 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 519692-02188 医療法人　大草徳庵歯〒538-0041 06-6968-3300医療法人大草徳庵歯科大草　修 平26. 6. 1歯   小歯 診療所
     科医院 大阪市鶴見区今津北５丁目１１番常　勤:    1医院　理事長　大草　 移転 現存
     １２号ＡＣＬクリニックモール１(歯       1)修 平26. 6. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 519792-02196 クニダ歯科クリニック〒538-0041 06-6968-7777国田　完一 国田　完一 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市鶴見区今津北５－５－１０常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 519892-02204 そめたに歯科クリニッ〒538-0053 06-6180-4980染谷　真央 染谷　真央 平26.11. 1歯   小歯 診療所
     ク 大阪市鶴見区鶴見４丁目２番２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 519992-02212 すずき歯科クリニック〒538-0053 06-4397-7770鈴木　雄介 鈴木　雄介 平26.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市鶴見区鶴見３丁目６番７号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     Ｍ’ｓＣＯＵＲＴ鶴見１Ｆ (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 520092-02220 アティ歯科クリニック〒538-0053 06-4255-6685冨田　晃彦 冨田　晃彦 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市鶴見区鶴見五丁目２番２号常　勤:    1 新規 現存
     アルバグランデ１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 520192-02238 ダイトウ小児・矯正デ〒538-0044 06-6961-7171大東　希好 大東　希好 平28. 9. 1小歯 診療所
     ンタルクリニック 大阪市鶴見区放出東三丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     １５号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 520292-02246 なかつじ歯科医院 〒538-0042 06-6962-6494中辻　良太 中辻　良太 平28. 9. 1歯   小歯 診療所
     大阪市鶴見区今津中三丁目６番２常　勤:    1 新規 現存
     ７号シャトー三愛１１４ (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 520392-02253 つじファミリー歯科 〒538-0043 06-6967-6666 　直哉 　直哉 平28.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市鶴見区今津南一丁目５－４常　勤:    1 新規 現存
     ３鶴見グリーンレジデンス１Ｆ (歯       1) 平28.12. 1
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 520492-02261 つるみ歯科口腔外科ク〒538-0054 06-6931-3260共田　真紀 共田　真紀 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 大阪市鶴見区緑１丁目９番１８号常　勤:    2 継承 現存
     ドムール緑町２階 (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 520592-02279 医療法人育有会　ほり〒538-0031 06-6915-0500医療法人育有会　理事西田　育子 平29.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     ぐちファミリー歯科 大阪市鶴見区茨田大宮二丁目２番常　勤:    1長　堀口　則夫 新規 現存
     ４１号 (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 520692-02287 横堤歯科クリニック 〒538-0051 06-6914-6666伊藤　友彦 伊藤　友彦 平30. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪市鶴見区諸口１丁目６番３７常　勤:    1 新規 歯外 現存
     号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 520793-00115 中村歯科医院 〒589-0007 0723(67)3450中村　安隆 中村　安隆 昭54. 5. 1歯   診療所
     大阪狭山市池尻中１－２８－１１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 520893-00123 とぐち歯科医院 〒589-0005 0723-66-9237渡具知　修 渡具知　修 昭55.10. 1歯   診療所
     大阪狭山市狭山５－７８３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 520993-00149 田中歯科医院 〒589-0007 0723-66-9060田中　孝治 田中　孝治 昭56. 3. 1歯   診療所
     大阪狭山市池尻中一丁目１番２号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 521093-00180 戸倉歯科医院 〒589-0011 0723-66-5861戸倉　良樹 戸倉　良樹 昭58. 8. 1歯   診療所
     大阪狭山市半田２－４６８－７金常　勤:    1 移転 現存
     剛ビル２階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 521193-00222 こじま歯科医院 〒589-0022 0723(66)8007児嶌　理 児嶌　理 昭60. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪狭山市西山台６－１３－９ガ常　勤:    1 新規 現存
     ーデンハイム狭山Ａ棟２階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 521293-00248 医療法人　西村歯科 〒589-0011 072-366-1400医療法人西村歯科　理加藤　典子 昭63. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪狭山市半田一丁目４５６番地常　勤:    1事長　西村　眞 組織変更 現存
     の２ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 521393-00255 林本歯科医院 〒589-0023 0723-67-3553林本　忠浩 林本　忠浩 平元. 6. 1歯   小歯 診療所
     大阪狭山市大野台二丁目１９番１常　勤:    2 新規 現存
     ０号 (歯       2) 平28. 6. 1
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 521493-00263 渡辺歯科 〒589-0005 0723-67-6480渡 　建二 渡 　建二 平元.10. 1歯   診療所
     大阪狭山市狭山２－８９８－７サ常　勤:    1 新規 現存
     ンシャイン狭山２０１ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 521593-00289 阿部歯科医院 〒589-0005 072-365-5021阿部　成生 阿部　成生 平 2.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪狭山市狭山１－２３５５－４常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 521693-00339 センヤ歯科医院 〒589-0022 0723-68-0288泉谷　欣也 泉谷　欣也 平 7. 1. 1歯   診療所
     大阪狭山市西山台二丁目１３番１常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 521793-00354 田口歯科医院 〒589-0011 072-366-2177田口　功 田口　功 平 9. 4. 1歯   診療所
     大阪狭山市半田一丁目６７２の６常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 521893-00362 馬場歯科医院 〒589-0006 0723-65-5280馬塲　一郎 馬塲　一郎 平 9. 7. 1歯   診療所
     大阪狭山市金剛二丁目１３番４４常　勤:    2 継承 現存
     号 (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 521993-00370 医療法人　山村歯科医〒589-0011 0723-65-1529医療法人山村歯科医院山村　昌康 平 9. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 大阪狭山市半田三丁目１７１６番常　勤:    2　理事長　山村　昌康 組織変更 現存
     地の４ (歯       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 522093-00388 医療法人　片岡歯科医〒589-0022 0723-65-4173医療法人　片岡歯科医片岡　惟行 平10. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 大阪狭山市西山台一丁目１３番９常　勤:    2院　理事長　片岡　惟 組織変更 現存
     号 (歯       2)行 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 522193-00404 髙安歯科医院 〒589-0007 0723-68-2318髙安　智史 髙安　智史 平11. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大阪狭山市池尻中二丁目１０番１常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 522293-00420 德竹歯科医院 〒589-0004 072-368-3246德竹　宏保 德竹　宏保 平14. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪狭山市東池尻五丁目１２９８常　勤:    1 新規 現存
     －４ (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 522393-00461 広田歯科クリニック 〒589-0023 072-366-3900廣田　育敬 廣田　育敬 平15. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪狭山市大野台一丁目１番２号常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 522493-00503 うらしま歯科 〒589-0006 072-368-8070浦島　正佳 浦島　正佳 平16.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪狭山市金剛一丁目１番５号シ常　勤:    1 新規 現存
     ョップ南海２階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 522593-00529 ふくなが歯科クリニッ〒589-0008 072-367-4618福永　剛士 福永　剛士 平17. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪狭山市池尻自由丘一丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     番１号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 522693-00537 千葉歯科医院 〒589-0005 072-365-4825千葉　大輔 千葉　大輔 平17. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪狭山市狭山一丁目８６４－１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 522793-00545 医療法人　西村歯科　〒589-0006 072-366-8000医療法人　西村歯科　的場　正伍 平17. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     金剛駅前診療所 大阪狭山市金剛一丁目３番１号 常　勤:    5理事長　西村　眞 新規 現存
     (歯       5) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 522893-00560 医療法人芳明会　香川〒589-0005 072-366-2224医療法人芳明会　理事田 　真希 平18. 2. 1歯   診療所
     狭山歯科医院 大阪狭山市狭山五丁目２２５４－常　勤:    1長　香川　芳江 新規 現存
     ２ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 522993-00578 松本歯科医院 〒589-0022 072-366-0105松本　憲明 松本　憲明 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     大阪狭山市西山台一丁目２４番１常　勤:    2 継承 現存
     ４号 (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 523093-00586 いけだ歯科 〒589-0021 072-367-0888池田　剛久 池田　剛久 平20. 1. 1歯   診療所
     大阪狭山市今熊一丁目５８番３号常　勤:    1 新規 現存
     タカンドビル１階 (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 523193-00602 いわもと歯科 〒589-0023 072-360-0648岩本　孝弘 岩本　孝弘 平20. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪狭山市大野台二丁目１３－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 523293-00610 医療法人真友会　大野〒589-0023 072-367-8214医療法人真友会　理事河本　新次 平21. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     台歯科 大阪狭山市大野台二丁目１番１７常　勤:    1長　山川　真 組織変更 歯外 現存
     号コノミヤ狭山店　別棟（専門店(歯       1) 平27. 9. 1
     棟）１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 523393-00628 ゆぐち歯科 〒589-0012 072-360-0118湯口　克彦 湯口　克彦 平22. 4. 1歯   診療所
     大阪狭山市東茱萸木一丁目１７５常　勤:    1 新規 現存
     ７番２１５号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 523493-00636 中川矯正歯科医院 〒589-0011 072-365-7101中川　学 中川　学 平23.11.25矯歯 診療所
     大阪狭山市半田１－５９５－１０常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 523593-00651 森歯科クリニック 〒589-0023 072-368-4180森　健造 森　健造 平24. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪狭山市大野台１丁目３２番６常　勤:    1 新規 現存
     ０号ソレイユ・イシドビル１Ｆ (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 523693-00677 カサブランカ　デンタ〒589-0013 072-367-4182阿部　一成 阿部　一成 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ル　クリニック 大阪狭山市茱萸木４－４２９－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 523793-00693 奥歯科クリニック 〒589-0023 072-365-7379奥　俊彦 奥　俊彦 平26. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪狭山市大野台２丁目１３番１常　勤:    2 継承 現存
     ０号 (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 523893-00701 やまもと歯科 〒589-0023 072-365-1188山本　英輝 山本　英輝 平27. 4. 5歯   小歯 診療所
     大阪狭山市大野台４丁目３番４号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 523993-00719 医療法人聖翔会　リー〒589-0023 06-6832-1313医療法人聖翔会　理事古澤　一郎 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ・デンタルクリニック大阪狭山市大野台四丁目２番５号常　勤:    3長　丸谷　善彦 新規 現存
     大阪狭山大野台 リンデンバウムビル２階 (歯       3) 平27. 7. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 524093-00735 まつうら歯科医院 〒589-0022 072-339-4182松浦　愛 松浦　愛 平27. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪狭山市西山台３丁目１７番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 524193-00743 医療法人福歯会　こう〒589-0006 072-289-8148医療法人福歯会　理事河内　浩孝 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ち歯科 大阪狭山市金剛一丁目９番４号 常　勤:    1長　河内　浩孝 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 524293-00750 阪田歯科医院 〒589-0011 072-366-5504阪田　俊智 阪田　俊智 平28. 1. 1歯   歯外 診療所
     大阪狭山市半田１丁目６２２番１常　勤:    2 継承 現存
     ０号 (歯       2) 平28. 1. 1
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 524393-00768 わだ歯科医院 〒589-0013 072-365-4823和田　保浩 和田　保浩 平28.11. 1歯   小歯 診療所
     大阪狭山市茱萸木六丁目８０７－常　勤:    1 移転 現存
     １ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 524493-00784 きくち歯科クリニック〒589-0005 072-367-2222菊池　裕貴 菊池　裕貴 平29. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪狭山市狭山２丁目９１０－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 524593-00792 医療法人　てらだ歯科〒589-0005 072-284-8241医療法人てらだ歯科ク寺田　真也 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 大阪狭山市狭山五丁目２２４７番常　勤:    1リニック　理事長　寺 組織変更 現存
     地の１ (歯       1)田　真也 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 524694-00105 大阪歯科大学附属病院〒540-0008 06-6910-1111学校法人　大阪歯科大中嶋　正博 昭32.10. 1一般        35病院
     (94-60103 ) 大阪市中央区大手前一丁目５番１常　勤:  216学　理事長　川添　堯 新規 歯   矯歯 小歯現存
     ７号 (医       5)彬 平29.10. 1歯外 内   耳い
     (歯     209) 眼   
     (薬       2)
     非常勤:  245
     (医      14)
     (歯     231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 524794-00147 矢田歯科医院 〒541-0052 06-6261-6289矢田　健治 矢田　健治 昭35. 5. 1歯   診療所
     大阪市中央区安土町三丁目２番３常　勤:    1 新規 現存
     号シルバービル３階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 524894-00204 医療法人野口会　野口〒541-0041 06-6202-7012医療法人野口会　理事德永　進一郎 昭37. 4. 2歯   診療所
     歯科淀屋橋診療所 大阪市中央区北浜三丁目６番１３常　勤:    1長　德永　進一朗 現存
     号日土地淀屋橋ビル４階 (歯       1) 平28. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 524994-00295 額田歯科医院 〒541-0043 06-6231-8789額田　晃作 額田　晃作 昭41. 2. 1歯   診療所
     大阪市中央区高麗橋一丁目５番７常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 525094-00352 藤本歯科 〒540-0005 06-6763-0290藤本　孝知 藤本　孝知 昭42.10. 1歯   診療所
     大阪市中央区上町Ｂ－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 525194-00402 八木歯科医院 〒541-0056 06-6252-2115八木　良平 八木　良平 昭43. 9. 9歯   診療所
     大阪市中央区久太郎町三丁目５番常　勤:    2 新規 現存
     ２６号谷口悦ビル６階 (歯       2) 平28. 9. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 525294-00477 瀬歯科 〒541-0058 06-6245-0027 瀬　宏圀 瀬　宏圀 昭46. 9. 1歯   診療所
     大阪市中央区南久宝寺町三丁目４常　勤:    1 新規 現存
     番１４号三興ビル８階 (歯       1) 平28. 9. 1
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 525394-00527 馬詰歯科 〒540-0012 06-6943-1477馬詰　嘉朗 馬詰　嘉朗 昭47. 7. 1歯   診療所
     大阪市中央区谷町三丁目４番２号常　勤:    1 新規 現存
     名阪ビル３階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 525494-00634 医療法人鳳友会　平野〒541-0046 06-6231-3413医療法人鳳友会　理事野洌　秀 昭49. 1. 1歯   診療所
     町歯科 大阪市中央区平野町三丁目４番９常　勤:    2長　野洌　秀 新規 現存
     号旭洋ビル２階 (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 525594-00774 加登歯科医院 〒541-0056 06-6264-1573加登　剛 加登　剛 昭51. 5. 1歯   診療所
     大阪市中央区久太郎町１丁目６番常　勤:    1 新規 現存
     １２号福西ビル２Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 525694-00824 西川歯科 〒541-0048 06-6222-0558西川　和章 西川　和章 昭53. 1. 1歯   診療所
     大阪市中央区瓦町四丁目３番２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 525794-00832 高橋歯科医院 〒540-0013 06-6761-7729高橋　正治 高橋　正治 昭53. 5. 1歯   診療所
     大阪市中央区内久宝寺町四丁目２常　勤:    1 新規 現存
     番３号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 525894-00857 山本歯科医院 〒540-0034 06-6942-3507山本　敏克 山本　敏克 昭54. 1. 1歯   診療所
     大阪市中央区島町一丁目１番３号常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 525994-00865 藤谷歯科 〒541-0048 06-6222-1987藤谷　富男 藤谷　富男 昭54. 4. 1歯   診療所
     大阪市中央区瓦町４－４－１４日常　勤:    1 新規 現存
     宝ニュ－本町ビル (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 526094-00923 井阪歯科診療所 〒541-0055 06-6261-8148井阪　彰男 井阪　彰男 昭54. 8. 1歯   診療所
     大阪市中央区船場中央二丁目１番常　勤:    2 新規 現存
     ４－４０１船場センタービル (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 526194-00931 福富歯科医院 〒540-0026 06-6945-0145福富　弘 福富　弘 昭54.12. 1歯   診療所
     大阪市中央区内本町一丁目２番７常　勤:    1 新規 現存
     号寿ビル２階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 526294-00972 野井歯科 〒541-0043 06-6226-1184野井　洋正 野井　洋正 昭55. 4. 1歯   診療所
     大阪市中央区高麗橋四丁目３番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号　日生伏見町ビル新館７Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   541 頁

 526394-01020 佐藤歯科医院 〒540-0029 06-6941-8647佐藤　達也 佐藤　達也 昭56. 2. 9歯   診療所
     大阪市中央区本町橋７番１７号内常　勤:    2 新規 現存
     本町五八ビル２階 (歯       2) 平29. 2. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 526494-01095 西浦歯科 〒541-0041 06-6231-7493西浦　健 西浦　健 昭58. 2. 1歯   診療所
     大阪市中央区北浜三丁目３番１３常　勤:    1 継承 現存
     号西垣ビル２階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 526594-01145 福田歯科医院 〒540-0035 06-6941-9622福田　和彦 福田　和彦 昭59. 9. 1歯   診療所
     大阪市中央区釣鐘町一丁目５番７常　勤:    1 移転 現存
     －２０５ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 526694-01285 岡村歯科 〒541-0056 06-6271-5947岡村　敬次 岡村　敬次 昭61. 9. 1歯   診療所
     大阪市中央区久太郎町二丁目４番常　勤:    2 新規 現存
     １４号 (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 526794-01293 小柳歯科 〒541-0054 06-6261-6480小柳　圭司 小柳　圭司 昭61. 9. 1歯   診療所
     大阪市中央区南本町一丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号明治安田生命堺筋本町ビル５(歯       1) 平28. 9. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 526894-01640 大谷歯科医院 〒542-0081 06-6271-5680大谷　直弘 大谷　直弘 昭45. 6. 1歯   診療所
     大阪市中央区南船場２－６－９大常　勤:    2 移転 現存
     成ビル２階 (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 526994-01731 三谷歯科医院 〒542-0066 06-6761-1857三谷　義典 三谷　義典 昭48. 3. 1歯   診療所
     大阪市中央区瓦屋町１－７－５ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527094-01749 三ツ山石井歯科医院 〒542-0012 06-6761-0449石井　亨 石井　亨 昭48. 5. 1歯   診療所
     大阪市中央区谷町６－９－２２ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527194-01772 医療法人川村会　川村〒542-0072 06-6643-1596医療法人川村会　理事中谷　至宏 昭48. 8. 1歯   診療所
     歯科南診療所 大阪市中央区高津三丁目１６番１ 長　川村　泰雄 新規 休止
     ０号ＫＤＡビル２階 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527294-01848 千葉歯科医院 〒542-0074 06-6643-5221千葉　和朗 千葉　和朗 昭49.11. 1歯   診療所
     大阪市中央区千日前二丁目５番２常　勤:    1 新規 現存
     号日本一歯科センタービル３階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527394-01921 福辻歯科医院 〒542-0077 06-6211-8817福辻　敏 福辻　敏 昭51. 9. 1歯   診療所
     大阪市中央区道頓堀一丁目東７番 新規 現存
     ２１号 平24. 9. 1
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 527494-01939 山口歯科 〒542-0012 06-6768-6050山口　邦夫 山口　邦夫 昭51.11. 1歯   歯外 診療所
     大阪市中央区谷町六丁目６番７号常　勤:    1 新規 現存
     第５松屋ビル３階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527594-01947 谷口（勉）歯科診療所〒542-0074 06-6644-0330谷口　勉 谷口　勉 昭51.11. 1歯   診療所
     大阪市中央区千日前二丁目５番２常　勤:    1 新規 現存
     号日本一歯科センタービル４階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527694-01988 朝倉歯科医院 〒542-0081 06-6252-3123朝倉　仙造 朝倉　仙造 昭52. 4. 1歯   診療所
     大阪市中央区南船場４－６－２１常　勤:    1 新規 現存
     　帝金ビル４Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527794-01996 さとう歯科 〒542-0081 06-6245-5265佐藤　康夫 佐藤　康夫 昭52. 7. 1歯   診療所
     大阪市中央区南船場四丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     ３号浦山ビル３階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527894-02010 澤田歯科 〒542-0085 06-6252-0118沢田　宗久 沢田　宗久 昭52. 9. 1歯   診療所
     大阪市中央区心斎橋筋一丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     ２８号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527994-02036 佐野歯科医院 〒542-0073 06-6644-3609佐野　正雄 佐野　正雄 昭53. 2. 1歯   診療所
     大阪市中央区日本橋一丁目２１番常　勤:    1 新規 現存
     ２０－３０１号日本橋パールビル(歯       1) 平29. 2. 1
     ３階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 528094-02085 末広歯科医院 〒542-0072 06-6644-4482末広　時和 末広　時和 昭54. 1. 1歯   診療所
     大阪市中央区高津三丁目９番１４常　勤:    1 新規 現存
     号五條コーポ２０１ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 528194-02093 八木歯科医院 〒542-0012 06-6761-0640八木　博 八木　博 昭53.11.20歯   診療所
     大阪市中央区谷町７－２－３０ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 528294-02226 岩崎歯科医院 〒542-0082 06-6241-1812岩崎　隆彦 岩崎　隆彦 昭55.11. 1歯   診療所
     大阪市中央区島之内一丁目１７番常　勤:    1 新規 現存
     １１号アーバン長堀ビル (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 528394-02259 松田歯科診療所 〒542-0083 06-6211-7871松田　隆光 松田　隆光 昭56. 3. 6歯   診療所
     大阪市中央区東心斎橋二丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     １６号 (歯       1) 平29. 3. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 528494-02283 〒542-0081 06-6262-2566 昭59.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市中央区南船場一丁目１６番常　勤:    2 新規 現存
     ２３－２０２ (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 528594-02317 藤井歯科医院 〒542-0064 06-6762-3400藤井　有利子 藤井　有利子 昭57. 6. 1歯   診療所
     大阪市中央区上汐２－５－１２　常　勤:    1 新規 現存
     野尻ビル２Ｆ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 528694-02341 池野歯科医院 〒542-0066 06-6761-0223池野　博 池野　博 昭59. 7. 1歯   診療所
     大阪市中央区瓦屋町二丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     １６号オートセンタービル２階 (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 528794-02358 谷口勝彦歯科診療所 〒542-0074 06-6644-3414谷口　勝彦 谷口　勝彦 昭59.11. 1歯   診療所
     大阪市中央区千日前二丁目５番２常　勤:    1 移転 現存
     号歯科センタービル２階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 528894-02390 嶽北歯科医院 〒542-0085 06-6253-0648嶽北　佳昭 嶽北　佳昭 昭60. 9. 1歯   診療所
     大阪市中央区心斎橋筋一丁目３番常　勤:    1 移転 現存
     １５号 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 528994-02481 タシマ歯科 〒542-0066 06-6765-6481田嶌　光 田嶌　光 昭62.12. 1歯   診療所
     大阪市中央区瓦屋町二丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     ２１号近畿自動車ビル１階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 529094-02507 原歯科医院 〒542-0076 06-6631-8201原　正三 原　正三 昭63.10. 1歯   診療所
     大阪市中央区難波四丁目５番１４常　勤:    1 新規 現存
     号原ビル１階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 529194-02523 おぐり歯科医院 〒542-0075 06-6646-1237小栗　庸彰 小栗　庸彰 平元. 2. 1歯   診療所
     大阪市中央区難波千日前６番７号常　勤:    1 新規 現存
     ツジＢＬ３階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 529294-02556 カガミ歯科医院 〒540-0004 06-6765-1008加々美　恵一 加々美　恵一 平元. 4. 1歯   診療所
     大阪市中央区玉造二丁目１４番１常　勤:    2 新規 現存
     ６号　カガミビル２階 (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 529394-02564 むらかみ歯科 〒540-0003 06-6949-0007村上　昌宏 村上　昌宏 平元. 4. 1歯   診療所
     大阪市中央区森之宮中央一丁目３常　勤:    1 新規 現存
     番１４号 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 529494-02572 ジツフジ歯科医院 〒541-0044 06-6202-1182實藤　敦 實藤　敦 平元. 4. 1歯   診療所
     大阪市中央区伏見町三丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号　春海ビル４階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 529594-02580 弓立歯科医院 〒542-0062 06-6761-0274弓立　淳 弓立　淳 平元. 4. 1歯   診療所
     大阪市中央区上本町西五丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 529694-02713 中山歯科医院 〒540-0034 06-6941-5607中山　隆義 中山　隆義 平 2. 6. 1歯   診療所
     大阪市中央区島町二丁目４番３号常　勤:    1 移転 現存
     ビラ島町２０１ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 529794-02788 はまさき歯科医院 〒540-0008 06-6943-0289浜崎　純 浜崎　純 平 2.11. 1歯   診療所
     大阪市中央区大手前一丁目６番４常　勤:    1 移転 現存
     号はなビル５階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 529894-02804 中村歯科診療所 〒541-0041 06-6227-0418中村　功 中村　功 平 3. 1. 1歯   診療所
     大阪市中央区北浜四丁目１番２１常　勤:    1 継承 現存
     号住友生命淀屋橋ビル６階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 529994-02820 岡本歯科医院 〒540-0012 06-6945-1755岡本　能充 岡本　能充 平 3. 5. 1歯   診療所
     大阪市中央区谷町１丁目６番８号常　勤:    1 新規 現存
     　城西ビル２階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530094-02937 成瀬歯科 〒541-0053 06-6271-8639成瀬　悟 成瀬　悟 平 4. 5.13歯   診療所
     大阪市中央区本町三丁目５番５号常　勤:    2 継承 現存
     セントピア御堂筋本町ビル４Ｆ (歯       2) 平28. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530194-02960 医療法人　林歯科医院〒541-0044 06-6231-3461医療法人　林歯科医院林　俊宏 平 4. 7. 1歯   診療所
     大阪市中央区伏見町二丁目５番７常　勤:    4　理事長　林　俊宏 組織変更 現存
     号岡田伏見町ビル６階 (歯       4) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530294-02978 医療法人　本城歯科医〒540-0021 06-6943-5578医療法人本城歯科医院本城　範典 平 4. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 大阪市中央区大手通二丁目２番６常　勤:    2　理事長　本城　範典 組織変更 現存
     号 (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 530394-02994 医療法人河野歯科　本〒541-0055 06-6252-2350医療法人河野歯科　理河野　朝 平 4. 7. 1歯   診療所
     町歯科クリニック 大阪市中央区船場中央三丁目３番常　勤:    2事長　河野　元一 組織変更 休止
     ９－３１１号 (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530494-03000 谷端歯科医院 〒541-0053 06-6262-5827谷端　宏彦 谷端　宏彦 平 4. 9. 1歯   診療所
     大阪市中央区本町三丁目５番２号常　勤:    1 新規 現存
     辰野本町ビル２階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530594-03109 上野歯科医院 〒540-0039 06-6943-1184上野　哲生 上野　哲生 平 5.10. 1歯   診療所
     大阪市中央区東高麗橋４番３号日常　勤:    1 新規 現存
     宝平野町ビル１階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530694-03133 瀬尾歯科医院 〒542-0075 06-6631-3986瀬尾　一 瀬尾　一 平 5.10. 1歯   診療所
     大阪市中央区難波千日前１３番１常　勤:    1 継承 現存
     １号マスザキヤビル３階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530794-03182 鍵岡歯科医院 〒540-0012 06-6946-6226鍵岡　裕之 鍵岡　裕之 平 6. 3. 1歯   診療所
     大阪市中央区谷町２－３－８ピジ常　勤:    1 新規 現存
     ョンビル２階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530894-03216 高田歯科クリニック 〒542-0082 06-6211-2672高田　至康 高田　至康 平 6. 6. 1歯   診療所
     大阪市中央区島之内２－１２－２常　勤:    1 継承 現存
     ０ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530994-03224 中村歯科医院 〒542-0073 06-6641-1922中村　誠之 中村　誠之 平 6. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市中央区日本橋１－１６－２常　勤:    1 継承 現存
     ３ (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 531094-03273 日野歯科医院 〒542-0086 06-6243-3048日野　年澄 日野　年澄 平 6.12. 1歯   診療所
     大阪市中央区西心斎橋一丁目１３常　勤:    2 新規 現存
     番２５号ＳＵＲＥ西心斎橋ビル３(歯       2) 平27.12. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 531194-03299 大住歯科医院 〒542-0062 06-6762-1101大住　善信 大住　善信 平 6.12. 1歯   診療所
     大阪市中央区上本町西五丁目３番常　勤:    1 継承 現存
     １号ニュ－上六ビル２階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 531294-03307 井上歯科クリニック 〒542-0081 06-6282-0032井上　淳 井上　淳 平 7. 2. 1歯   診療所
     大阪市中央区南船場三丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     １８号郵政福祉心斎橋ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 2. 1
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 531394-03372 那須歯科 〒541-0048 06-6222-1112那須　恒彦 那須　恒彦 平 7.10. 1歯   診療所
     大阪市中央区瓦町三丁目４番８号常　勤:    2 新規 現存
     アサヒビル３階 (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 531494-03398 柳田歯科医院 〒540-0033 06-6943-7350柳田　健二 柳田　健二 平 8. 1. 1歯   診療所
     大阪市中央区石町二丁目１番７号常　勤:    1 新規 現存
     グリーンコーポラスビル１０３号(歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 531594-03430 医療法人康裕会　寺浦〒541-0059 06-6261-0118医療法人康裕会　寺浦寺浦　康年 平 8. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     歯科医院 大阪市中央区博労町二丁目２番２常　勤:    2歯科医院　理事長　寺 組織変更 現存
     号寺浦ガーゼビル２階 (歯       2)浦　康年 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 531694-03463 西谷歯科医院 〒540-0024 06-6946-0285西谷　智子 西谷　智子 平 8. 2. 1歯   診療所
     大阪市中央区南新町二丁目３番３常　勤:    1 継承 現存
     号寿屋ビル１階 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 531794-03505 稲田歯科医院 〒541-0053 06-6261-4615稻田　誠一 稻田　誠一 平 8. 9. 1歯   診療所
     大阪市中央区本町二丁目３番６号常　勤:    1 継承 現存
     本町ビジネスビル２０１号 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 531894-03521 医療法人　新生会　大〒540-0012 06-6941-1189医療法人　新生会　理水島　陽子 平 9. 3. 1歯   診療所
     手前歯科診療所 大阪市中央区谷町二丁目８番１号常　勤:    1事長　吉田　光則 新規 現存
     大手前エムツービル２階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 531994-03539 ワダ歯科医院 〒541-0046 06-6223-5755和田　康彦 和田　康彦 平 9. 4. 1歯   診療所
     大阪市中央区平野町一丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号平野町和田ビル２Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 532094-03562 鷲尾歯科医院 〒541-0053 06-6251-8060鷲尾　拓志 鷲尾　拓志 平 9. 4. 1歯   歯外 診療所
     大阪市中央区本町四丁目２番１２常　勤:    2 継承 現存
     号東芝大阪ビル４階 (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 532194-03604 河村歯科医院 〒541-0043 06-6204-5577河村　達也 河村　達也 平 9. 6. 1歯   歯外 診療所
     大阪市中央区高麗橋三丁目１番１常　勤:    3 移転 現存
     ４号高麗橋山本ビル１階 (歯       3) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 532294-03638 宇治田矯正歯科 〒541-0043 06-6221-0317宇治田　竜一 宇治田　竜一 平 9.11. 1矯歯 診療所
     大阪市中央区高麗橋四丁目６番２常　勤:    1 新規 現存
     ０号マスイビル２階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 532394-03646 浅野歯科医院 〒541-0059 06-6251-2991淺野　正則 淺野　正則 平 9.11. 1歯   診療所
     大阪市中央区博労町三丁目４番１常　勤:    1 移転 現存
     １号 (歯       1) 平24.11. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   547 頁

 532494-03653 土居歯科クリニック 〒540-0012 06-6945-1418土居　幸一郎 土居　幸一郎 平10. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市中央区谷町一丁目５番６号常　勤:    1 新規 現存
     サンユー天満橋ビル２階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 532594-03737 細田歯科医院 〒540-0008 06-6943-2054細田　勝重 細田　勝重 平10. 7. 1歯   診療所
     大阪市中央区大手前一丁目７番３常　勤:    1 新規 現存
     １号ＯＭＭビル３階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 532694-03794 泉谷歯科医院 〒540-0032 06-6945-6482泉谷　忠 泉谷　忠 平10. 9. 1歯   診療所
     大阪市中央区天満橋京町２番２１常　勤:    1 新規 現存
     号天満橋センタービル５階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 532794-03828 医療法人　黒瀬歯科診〒541-0045 06-6227-5459医療法人　　黒瀬歯科黒瀬　誠 平10. 9. 1歯   診療所
     療所 大阪市中央区道修町二丁目２番１常　勤:    1診療所　理事長　黒瀬 移転 現存
     １号ベルロード道修町３階 (歯       1)　誠 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 532894-03844 はまぐち歯科 〒541-0059 06-6261-0910濵口　隆貢 濵口　隆貢 平10. 9. 1歯   診療所
     大阪市中央区博労町一丁目３番２常　勤:    1 継承 現存
     号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 532994-03851 北村歯科医院淡路町ク〒541-0047 06-6221-3811北村　昌弘 北村　昌弘 平10.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 大阪市中央区淡路町二丁目４番３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     号ＩＳＯビル２階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 533094-03919 きたおか歯科 〒542-0066 06-6763-8211北岡　荘六 北岡　荘六 平10.12. 1歯   小歯 診療所
     大阪市中央区瓦屋町三丁目８番１常　勤:    1 新規 現存
     号北岡ビル１階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 533194-03927 木代歯科医院 〒541-0046 06-6231-3602木代　伸幸 木代　伸幸 平11. 1. 1歯   診療所
     大阪市中央区平野町四丁目５番９常　勤:    1 継承 現存
     号タキノビル２階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 533294-03943 湯浅歯科医院 〒540-0032 06-6946-8241湯浅　直樹 湯浅　直樹 平11. 5. 1歯   診療所
     大阪市中央区天満橋京町２番１０常　勤:    1 新規 現存
     号湯浅ビル１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 533394-03968 山本歯科 〒542-0085 06-4963-7321山本　哲義 山本　哲義 平11. 8. 1歯   診療所
     大阪市中央区心斎橋筋一丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     １号心斎橋クラシック６階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 533494-03976 狭川歯科医院 〒542-0081 06-6253-1515狹川　正 狹川　正 平11.11. 1歯   診療所
     大阪市中央区南船場四丁目２番４常　勤:    1 新規 現存
     号日本生命御堂筋ビル９階 (歯       1) 平29.11. 1
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 533594-04024 犬伏歯科 〒541-0052 06-6261-7941犬伏　浩之 犬伏　浩之 平11.11. 1歯   診療所
     大阪市中央区安土町二丁目４番５常　勤:    1 継承 現存
     号日本ＳＢＰビル２階 (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 533694-04057 山田歯科医院 〒540-0003 06-6941-0025山田　英夫 山田　英夫 平12. 1. 1歯   診療所
     大阪市中央区森ノ宮中央一丁目１常　勤:    1 継承 現存
     ４番２号鵲森ノ宮ビル３階 (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 533794-04073 長堀歯科 〒542-0081 06-6261-0080矢野　俊明 矢野　俊明 平12. 3. 1歯   診療所
     大阪市中央区南船場一丁目１７番常　勤:    1 新規 現存
     １３号阪奈ビル２階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 533894-04123 白山歯科医院 〒541-0051 06-6227-0640白山　善男 白山　善男 平12. 5. 1歯   診療所
     大阪市中央区備後町一丁目５番１常　勤:    1 継承 現存
     ０号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 533994-04149 シバタ歯科医院 〒541-0046 06-6231-5101柴田　啓子 柴田　啓子 平12. 5.12歯   診療所
     大阪市中央区平野町二丁目２番６常　勤:    1 継承 現存
     号（株）平野町シバタビル１階 (歯       1) 平30. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 534094-04172 平野歯科 〒542-0076 06-6694-6480平野　智 平野　智 平12. 9. 1歯   診療所
     大阪市中央区難波三丁目３番１号常　勤:    1 移転 現存
     スガタビル４階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 534194-04180 澤田歯科医院 〒542-0081 06-6262-6778沢田　博一 沢田　博一 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市中央区南船場二丁目２番８常　勤:    1 新規 現存
     号センティビル５階 (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 534294-04206 スマイルあわた歯科ク〒542-0062 06-6191-7575粟田　則正 粟田　則正 平13. 5. 1歯   歯外 診療所
     リニック 大阪市中央区上本町西一丁目１番常　勤:    2 新規 現存
     ５号聖恵ビル２階 (歯       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 534394-04222 医療法人　別所歯科医〒542-0081 06-6251-0017医療法人　別所歯科医別所　優 平13. 8. 1歯   小歯 診療所
     院 大阪市中央区南船場三丁目２番１常　勤:    1院　理事長　別所　優 移転 現存
     号　２０２号ラインビルド心斎橋(歯       1) 平25. 8. 1
     ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 534494-04230 川崎歯科医院 〒542-0083 06-6211-7985川﨑　昌英 川﨑　昌英 平13. 8. 1歯   診療所
     大阪市中央区東心斎橋二丁目５番常　勤:    1 継承 現存
     １７号 (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 534594-04248 髙倉歯科医院 〒541-0054 06-6267-0880髙倉　博史 髙倉　博史 平13.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市中央区南本町一丁目３番９常　勤:    1 新規 現存
     号サンコービル船場１階 (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 534694-04255 大阪メヂカルタワー渡〒541-0056 06-6253-0509渡瀨　良平 渡瀨　良平 平13.11.28歯   診療所
     瀬歯科 大阪市中央区久太郎町四丁目１番常　勤:    1 継承 現存
     ３号大阪センタービル１０階 (歯       1) 平25.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 534794-04263 多田歯科医院 〒542-0081 06-6263-2222多田　光夫 多田　光夫 平14. 1. 1歯   歯外 診療所
     大阪市中央区南船場二丁目５番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号ＧＡＴＯ　ＥＡＳＴビル４階(歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 534894-04305 八木歯科クリニック 〒540-0012 06-4304-5553八木　啓 八木　啓 平14. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市中央区谷町五丁目３番１７常　勤:    1 新規 現存
     号丸島アクアビル１階 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 534994-04313 さいとう歯科 〒542-0081 06-6243-6650斎藤　脩 斎藤　脩 平14. 8. 1歯   診療所
     大阪市中央区南船場四丁目３番１常　勤:    1 新規 現存
     １号大阪豊田ビル２階 (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 535094-04321 セガワ歯科 〒541-0058 06-6261-6025瀬川　征二三 瀬川　征二三 平14. 8. 1歯   診療所
     大阪市中央区南久宝寺町二丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番２号竹田ビル４階 (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 535194-04347 医療法人　西村歯科心〒542-0085 06-6253-2900医療法人　西村歯科　西村　眞 平14. 7. 1歯   歯外 診療所
     斎橋診療所 大阪市中央区心斎橋筋一丁目１０常　勤:    2理事長　西村　眞 組織変更 現存
     番１１号敬和ビル９階 (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 535294-04354 医療法人　添田歯科診〒542-0076 06-6643-8148医療法人　添田歯科診添田　義博 平14. 7. 1歯   診療所
     療所 大阪市中央区難波三丁目５番１７常　勤:    3療所　理事長　添田　 組織変更 現存
     号北極星ビル２階 (歯       3)義博 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 535394-04370 成島歯科 〒542-0073 06-6643-1481成島　至 成島　至 平15. 1. 1歯   診療所
     大阪市中央区日本橋一丁目１７番常　勤:    1 継承 現存
     １７号ピカソ日本一ビル４Ｆ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 535494-04404 医療法人　藤原歯科医〒542-0082 06-6251-6480医療法人藤原歯科医院藤原　啓 平15. 2. 1歯   診療所
     院 大阪市中央区島之内一丁目７番１常　勤:    3　理事長　藤原　啓 移転 現存
     ８号 (歯       3) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 535594-04412 医療法人小歯会　小高〒541-0052 06-6264-7534医療法人小歯会　小高小髙　雅博 平15. 2. 1歯   診療所
     歯科医院 大阪市中央区安土町３丁目２番１常　勤:    1歯科医院　理事長　小 移転 現存
     ４号イワタニ第二ビル１３Ｆ (歯       1)高　雅博 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 535694-04461 中田歯科医院 〒542-0073 06-6641-1478中田　朋宏 中田　朋宏 平15. 4. 1歯   診療所
     大阪市中央区日本橋二丁目１２番常　勤:    1 継承 現存
     １号 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 535794-04487 美原歯科医院 〒540-0031 06-6944-8114美原　博文 美原　博文 平15. 6. 1歯   診療所
     大阪市中央区北浜東１番１２号千常　勤:    2 新規 現存
     歳第一ビル１階　１０１号室 (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 535894-04503 松本歯科 〒540-0012 06-6910-7270松本　吉生 松本　吉生 平15. 4.16歯   診療所
     大阪市中央区谷町三丁目６番７号常　勤:    1 移転 現存
     サンリットビル３階 (歯       1) 平27. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 535994-04529 林歯科 〒542-0081 06-6281-5262林　毅 林　毅 平15.10. 1歯   診療所
     大阪市中央区南船場三丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     ２４号東京都市開発御堂筋ビル３(歯       1) 平27.10. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 536094-04537 徐歯科医院 〒542-0076 06-6213-7325城　忠明 城　忠明 平15. 8.14歯   診療所
     大阪市中央区難波一丁目７番６号常　勤:    1 移転 現存
     ニュー豊楽ビル１階 (歯       1) 平27. 8.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 536194-04552 そうま歯科医院 〒542-0062 06-6767-7073相馬　季世子 相馬　季世子 平16. 1. 1歯   診療所
     大阪市中央区上本町西二丁目６番常　勤:    1 新規 現存
     １４号ベルビューレⅡ　１階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 536294-04560 むらたデンタルクリニ〒542-0081 06-6282-0780村田　雄子 村田　雄子 平16. 1. 1歯   診療所
     ック 大阪市中央区南船場四丁目１２番常　勤:    1 新規 現存
     ９号クレスト心斎橋２階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 536394-04586 木村歯科医院 〒540-0005 06-6763-4182木村　浩利 木村　浩利 平16. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市中央区上町一丁目５番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 536494-04602 賀来歯科医院 〒541-0047 06-6231-2319賀来　伸行 賀来　伸行 平16. 3. 1歯   診療所
     大阪市中央区淡路町二丁目１番１常　勤:    1 移転 現存
     号堺筋千島ビル３階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 536594-04628 カナデンタルクリニッ〒542-0081 06-6245-8887長濱　加奈 長濱　加奈 平16. 5. 1歯   矯歯 診療所
     ク 大阪市中央区南船場四丁目７番６常　勤:    1 新規 現存
     号心斎橋中央ビル４階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 536694-04644 福武歯科医院 〒542-0082 06-6261-7509福武　宏 福武　宏 平16. 4. 1歯   診療所
     大阪市中央区島之内一丁目２２番常　勤:    1 継承 現存
     ２０号堺筋ビル２階２０１号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 536794-04743 加藤歯科クリニック 〒541-0045 06-6226-1066加藤　俊治 加藤　俊治 平16. 8. 1歯   診療所
     大阪市中央区道修町二丁目２番６常　勤:    1 移転 現存
     号後藤ビル２階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 536894-04784 タスクデンタルクリニ〒542-0086 06-6121-7896吉次　良師 吉次　良師 平17. 1. 1歯   診療所
     ック 大阪市中央区西心斎橋一丁目５番常　勤:    2 新規 現存
     ５号アーバンＢＬＤ心斎橋４階 (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 536994-04792 キムラリバーサイドデ〒541-0041 06-6208-0126木村　佳永子 木村　佳永子 平17. 1. 1歯   診療所
     ンタルクリニック 大阪市中央区北浜二丁目１番１３常　勤:    1 新規 現存
     号北浜藤浪ビル１階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 537094-04800 ハマサキ歯科 〒540-0008 06-6941-1418濱﨑　章 濱﨑　章 平16.12. 1歯   診療所
     大阪市中央区大手前一丁目６番８常　勤:    1 継承 現存
     号旭ビル３階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 537194-04818 安岡歯科クリニック 〒542-0082 06-6282-1180安岡　重昭 安岡　重昭 平17. 2. 1歯   診療所
     大阪市中央区島之内一丁目１３番常　勤:    1 新規 現存
     ３１号 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 537294-04826 医療法人創歯会　佐古〒542-0081 06-6243-4618医療法人創歯会　理事佐古　好正 平17. 1. 1歯   診療所
     歯科医院 大阪市中央区南船場三丁目５番１常　勤:    4長　佐古　好正 組織変更 現存
     １号　 (歯       4) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 537394-04842 井本歯科医院 〒542-0073 06-6641-3693井本　忠之 井本　忠之 平17. 4. 1歯   診療所
     大阪市中央区日本橋二丁目６番１常　勤:    1 移転 現存
     ５号 (歯       1) 平29. 4. 1
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 537494-04859 もりさきデンタルクリ〒541-0041 06-6231-0118森﨑　歩 森﨑　歩 平17. 6. 1歯   歯外 診療所
     ニック 大阪市中央区北浜二丁目５番２２常　勤:    1 新規 現存
     号ＩＫＥＤＡ北浜ビル１０１ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 537594-04875 西野歯科 〒540-0001 06-6910-6480西野　博 西野　博 平17. 8. 1歯   診療所
     大阪市中央区城見二丁目２番２２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 537694-04891 医療法人知友会　高橋〒542-0081 06-6251-2890医療法人知友会　理事髙橋　知敬 平17. 7. 1歯   診療所
     歯科医院 大阪市中央区南船場三丁目４番２常　勤:    1長　髙橋　知敬 組織変更 現存
     ２号東道ビル９階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 537794-04917 大森歯科医院 〒541-0053 06-6266-0026大森　有樹 大森　有樹 平17. 9. 1歯   矯歯 診療所
     大阪市中央区本町三丁目１番２号常　勤:    3 新規 現存
     大原ビル２階Ａ号室 (歯       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 537894-04925 黒木デンタルクリニッ〒542-0076 06-6648-0821黒木　久幸 黒木　久幸 平17. 8. 1歯   歯外 診療所
     ク 大阪市中央区難波四丁目４番１号常　勤:    3 移転 現存
     難波ヒューリックビル９Ｆ (歯       3) 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 537994-04941 本町デンタルクリニッ〒541-0054 06-6253-0380橋本　修 橋本　修 平17. 8. 1歯   小歯 診療所
     ク 大阪市中央区南本町四丁目１番１常　勤:    1 継承 現存
     号ヨドコウビル７階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 538094-04958 太田歯科医院 〒542-0081 06-6252-5930太田　利光 太田　利光 平17. 9. 1歯   診療所
     大阪市中央区南船場三丁目７番３常　勤:    1 移転 現存
     ０号　菅田ビル１階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 538194-04982 鈴木歯科クリニック 〒541-0041 06-6231-3381鈴木　規正 鈴木　規正 平18. 3. 1歯   診療所
     大阪市中央区北浜二丁目１番２３常　勤:    1 継承 現存
     号日本文化会館３階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 538294-05047 庄野歯科医院　北浜オ〒541-0043 06-4706-3888医療法人　庄野歯科診岡田　紘一 平18. 7. 1歯   歯外 矯歯診療所
     フィス 大阪市中央区高麗橋二丁目５－１常　勤:    1療所　理事長　庄野　 新規 小歯 現存
     ０オーバンビル１０１ (歯       1)太一郎 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 538394-05054 多和歯科医院 〒541-0052 06-6261-3970多和　伸介 多和　伸介 平18. 6. 1歯   診療所
     大阪市中央区安土町一丁目７番１常　勤:    1 継承 現存
     ３号トヤマビル８階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 538494-05062 原歯科医院 〒540-0004 06-6768-8710原　久史 原　久史 平18. 7. 1歯   診療所
     大阪市中央区玉造一丁目６番１号常　勤:    3 移転 現存
     (歯       3) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 538594-05096 医療法人　小室歯科難〒542-0076 06-6644-5661医療法人小室歯科難波小室　明子 平18. 7. 1歯   診療所
     波診療所 大阪市中央区難波四丁目１番１５常　勤:   13診療所　理事長　小室 組織変更 現存
     号近鉄難波ビル３階 (歯      13)　明子 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 538694-05104 かずあいデンタルクリ〒541-0054 06-6125-2911年梅　一愛 年梅　一愛 平18. 9. 1歯   小歯 診療所
     ニック 大阪市中央区南本町二丁目１番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号南本町ビル５階 (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 538794-05112 中森歯科医院 〒541-0053 06-6281-1470中森　寛 中森　寛 平18. 9. 1歯   診療所
     大阪市中央区本町二丁目６番１０常　勤:    1 新規 現存
     号本町センタービル１階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 538894-05153 医療法人社団福美会　〒541-0052 06-6261-9950医療法人社団福美会　髙橋　宏雄 平18.12. 1歯   診療所
     本町御堂歯科 大阪市中央区安土町三丁目５番１常　勤:    3理事長　福岡　芳昭 新規 現存
     ２号御堂筋安土町ビル６階 (歯       3) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 538994-05187 医療法人　オオタニデ〒542-0086 06-6214-6182医療法人オオタニデン大谷　昌 平19. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ンタルクリニック 大阪市中央区西心斎橋二丁目３番常　勤:    1タルクリニック　理事 組織変更 現存
     ２号御堂筋ミナミビル７階 (歯       1)長　大谷　昌 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 539094-05195 森デンタルクリニック〒540-0026 06-6943-0051森　明彦 森　明彦 平19. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市中央区内本町一丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     １号ウタカビル１０１号室 (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 539194-05229 村岡歯科医院 〒541-0052 06-6263-4180村岡　道人 村岡　道人 平19. 5. 1歯   診療所
     大阪市中央区安土町三丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     号中外ビル５階 (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 539294-05237 岡村歯科 〒541-0041 06-6229-6480岡村　昌明 岡村　昌明 平19. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市中央区北浜一丁目８番１６常　勤:    1 新規 現存
     号大阪証券取引所ビル２階 (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 539394-05252 勝間歯科医院 〒540-0004 06-6762-1231勝間　崇史 勝間　崇史 平19.12. 1歯   診療所
     大阪市中央区玉造二丁目２２番１常　勤:    1 新規 現存
     ８号タカギビル１階 (歯       1) 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 539494-05260 海野歯科医院 〒542-0073 06-6631-5455海野　敏幸 海野　敏幸 平19.12. 1歯   診療所
     大阪市中央区日本橋一丁目２５番常　勤:    1 移転 現存
     １８号新浪花ビル１階 (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 539594-05278 木下歯科医院 〒541-0058 06-6251-4589木下　要人 木下　要人 平20. 1. 1歯   診療所
     大阪市中央区南久宝寺町三丁目６常　勤:    1 移転 現存
     番６号御堂筋センタービルＢ１ (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 539694-05294 吉田歯科医院 〒542-0083 06-6261-8648吉田　明夫 吉田　明夫 平20. 2. 1歯   診療所
     大阪市中央区東心斎橋一丁目１０常　勤:    1 移転 現存
     番１号２階 (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 539794-05328 太田歯科医院 〒542-0063 06-6763-0154太田　篤志 太田　篤志 平20. 6. 1歯   診療所
     大阪市中央区東平二丁目５番４号常　勤:    1 新規 現存
     ノバプロスペリテ３階 (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 539894-05344 白石デンタルクリニッ〒540-0013 06-6319-8211白石　充 白石　充 平20. 6. 1歯   診療所
     ク 大阪市中央区内久宝寺町三丁目２常　勤:    2 新規 現存
     番１０号久宝寺マンション１階 (歯       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 539994-05401 うねざき歯科医院 〒540-0012 06-6949-1819畦﨑　泰男 畦﨑　泰男 平20. 8. 1歯   診療所
     大阪市中央区谷町一丁目３番１２常　勤:    1 新規 現存
     号天満橋リーフビル３階 (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 540094-05419 りゅうぼく歯科 〒540-0012 06-6946-6666鳥潟　隆睦 鳥潟　隆睦 平20. 9. 1歯   歯外 診療所
     大阪市中央区谷町三丁目２番２号常　勤:    2 新規 現存
     セブン谷４ビル　１・２・３階 (歯       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 540194-05427 ＰＩＯ畠山歯科 〒542-0083 06-6253-1084畠山　善行 畠山　善行 平20. 9. 1歯   診療所
     大阪市中央区東心斎橋一丁目７番常　勤:    1 移転 現存
     ２７号 (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 540294-05468 今岡歯科クリニック 〒542-0066 06-6768-8228 岡　隆 岡　隆 平21. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市中央区瓦屋町一丁目５番１常　勤:    2 継承 現存
     号 (歯       2) 平27. 1. 1
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 540394-05484 宮原歯科診療所 〒542-0067 06-6762-0718宮原　正敏 宮原　正敏 平21. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市中央区松屋町３番２３号松常　勤:    2 移転 現存
     屋タワー２階 (歯       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 540494-05534 長尾歯科医院 〒541-0044 06-6222-2188長尾　浩和 長尾　浩和 平21. 7. 1歯   歯外 診療所
     大阪市中央区伏見町四丁目２番６常　勤:    1 継承 現存
     号平松ビル１Ｆ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 540594-05559 医療法人慧香会　谷歯〒541-0048 06-6170-2520医療法人慧香会　理事宮永　真 平21. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     科医院瓦町診療所 大阪市中央区瓦町二丁目４番５号常　勤:    1長　谷　昌樹 組織変更 矯歯 現存
     瓦町ＭＴビル２階 (歯       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 540694-05567 安賀歯科クリニック 〒541-0042 06-6202-8020安賀　稔 安賀　稔 平21.10. 1歯   診療所
     大阪市中央区今橋四丁目３番２２常　勤:    1 新規 現存
     号淀屋橋山本ビル２階 (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 540794-05591 ＩＫ医科歯科クリニッ〒542-0081 06-6244-0818医療法人社団友愛会　入江　雄一郎 平21.12. 1歯   歯外 診療所
     ク 大阪市中央区南船場三丁目４番２常　勤:    2理事長　入江　雄一郎 組織変更 現存
     ６号出光ナガホリビル１２階 (歯       2) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 540894-05609 滝歯科医院 〒541-0042 06-6121-2748滝　育郎 滝　育郎 平22. 2. 1歯   歯外 診療所
     大阪市中央区今橋三丁目２番１７常　勤:    1 新規 現存
     号緒方ビル４階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 540994-05633 濱本歯科・口腔外科ク〒542-0012 06-6766-0118濱本　和彦 濱本　和彦 平22. 4. 1歯   歯外 診療所
     リニック 大阪市中央区谷町六丁目１番１４常　勤:    2 新規 現存
     号大治ビル４階 (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 541094-05658 淀屋橋ブライト歯科 〒541-0042 06-6231-0418石川　愼太郎 石川　愼太郎 平22. 6. 1歯   歯外 矯歯診療所
     大阪市中央区今橋四丁目４番７号常　勤:    1 新規 現存
     京阪神不動産淀屋橋ビル　１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 541194-05716 医療法人　佳晴会　Ｇ〒542-0086 06-4708-1110医療法人　佳晴会　理井上　淳詞 平22.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     Ａデンタルオフィス 大阪市中央区西心斎橋二丁目７番常　勤:    1事長　篠﨑　敏和 新規 現存
     ２５号ＧＡビル (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 541294-05740 福岡デンタルクリニッ〒542-0081 06-6253-8202福岡　賢 福岡　賢 平23. 2. 1歯   歯外 診療所
     ク 大阪市中央区南船場四丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     ５号ＴＡＧ南船場ビル１階１０１(歯       1) 平29. 2. 1
     号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 541394-05757 花デンタルクリニック〒542-0061 06-6765-1182森本　知花 森本　知花 平23. 3. 1歯   小歯 診療所
     大阪市中央区安堂寺町二丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ８号－１０１ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 541494-05765 黒住歯科医院 〒540-0031 06-6937-8008黒住　 磨 黒住　 磨 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市中央区北浜東一丁目２９番常　勤:    1 新規 現存
     地グロー北浜ビル１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 541594-05773 岩狭歯科 〒542-0083 06-6252-5487岩狹　昌宏 岩狹　昌宏 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市中央区東心斎橋一丁目１１常　勤:    2 新規 現存
     番１１号ＭＳＴ心斎橋ビル　５Ｆ(歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 541694-05799 山下デンタルクリニッ〒541-0054 06-6251-4618山下　公士 山下　公士 平23. 4. 1歯   診療所
     ク 大阪市中央区南本町三丁目１番１常　勤:    1 継承 現存
     ２号カネセ中央ビル１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 541794-05815 ＯＫＡＺＡＫＩ歯科 〒542-0086 06-6484-6673岡﨑　太郎 岡﨑　太郎 平23. 5.27歯   診療所
     大阪市中央区西心斎橋２丁目８番常　勤:    1 移転 現存
     ３３号大阪センタービル地下１階(歯       1) 平29. 5.27
     １８号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 541894-05831 心石歯科医院 〒541-0046 06-6231-8723石原　直美 石原　直美 平23. 7. 1歯   診療所
     大阪市中央区平野町３丁目１番９常　勤:    1 継承 現存
     号クラオビル２階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 541994-05849 医療法人　伊藤歯科医〒541-0042 06-6223-4618医療法人　伊藤歯科医伊藤　友秀 平23. 7. 1歯   小歯 診療所
     院 大阪市中央区今橋１丁目７番２号常　勤:    1院　理事長　伊藤　友 組織変更 現存
     山富ビル１階 (歯       1)秀 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 542094-05856 やすみつ歯科クリニッ〒540-0029 06-4793-0333安光　崇洋 安光　崇洋 平23. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市中央区本町橋１番５号　本常　勤:    1 新規 現存
     町橋タワー１階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 542194-05864 医療法人港南会　金城〒541-0053 06-6263-8241医療法人港南会　理事横山　真一郎 平23. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     外科脳神経外科　中央大阪市中央区本町１丁目７番６号常　勤:    1長　金城　康夫 新規 現存
     歯科 本町センチュリービル１階 (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 542294-05872 空堀歯科診療所 〒542-0066 06-6766-5301 　知格 　知格 平23. 9. 1歯   診療所
     大阪市中央区瓦屋町１丁目４番３常　勤:    1 組織変更 現存
     号リバーライズ空堀１階 (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 542394-05880 松田歯科医院 〒540-0004 06-6761-4747松田　孝之 松田　孝之 平23.10. 1歯   小歯 診療所
     大阪市中央区玉造１丁目３番２０常　勤:    2 継承 現存
     号松田ビル１階 (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 542494-05898 医療法人　悠生会　筒〒541-0042 06-6208-1820医療法人　悠生会　理筒井　隆史 平24. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     井歯科 大阪市中央区今橋１丁目８番１４常　勤:    5事長　筒井　隆史 組織変更 現存
     号北浜山口ビル (歯       5) 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 542594-05914 医療法人正歯会　竹村〒541-0053 06-6264-5510医療法人正歯会竹村歯工藤　慶太 平24. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科　本町医院 大阪市中央区本町４丁目５－７サ常　勤:    2科　理事長　竹村　味 新規 歯外 現存
     ンドール本町ビル１Ｆ (歯       2)紗 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 542694-05922 医療法人社団有心会　〒542-0076 06-6644-5180医療法人社団　有心会岡本　義正 平24. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリア歯科なんば院 大阪市中央区難波４－２－４ヤシ常　勤:    1　理事長　木村　正信 組織変更 現存
     マ御堂筋ビル４Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 542794-05948 合歯科医院 〒541-0043 06-6203-5988 合　和彦 合　和彦 平24. 6.18歯   診療所
     大阪市中央区高麗橋２丁目２番１常　勤:    1 移転 現存
     ２号高麗橋藤浪ビル４Ｆ (歯       1) 平30. 6.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 542894-05955 医療法人　タニオ歯科〒542-0081 06-6265-1184医療法人タニオ歯科ク谷尾　和正 平24. 7. 1歯   診療所
     クリニック 大阪市中央区南船場二丁目４番１常　勤:    3リニック　理事長　谷 組織変更 現存
     号美貴ビル２Ｆ (歯       3)尾　和正 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 542994-05963 ハローデンタルクリニ〒542-0082 06-6251-7722医療法人三咲会　理事佐々木　泰照 平24. 7. 1歯   診療所
     ック 大阪市中央区島之内１－７－２３常　勤:    3長　永谷　俊介 組織変更 現存
     (歯       3) 平24. 7. 1
     非常勤:   21
     (歯      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 543094-05971 たかはら歯科医院 〒541-0059 06-6267-8341高原　正好 高原　正好 平24. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市中央区博労町１丁目９番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 543194-06003 医療法人真生会　福田〒541-0041 06-6204-4377医療法人真生会　理事福田　真一 平24.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     デンタルクリニック 大阪市中央区北浜３丁目７番１２常　勤:    6長　福田　真一 移転 現存
     号 (歯       6) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 543294-06045 医療法人マインド会　〒542-0081 06-6282-4182医療法人マインド会　吉川　仁育 平25. 1. 1矯歯 診療所
     よしかわ矯正歯科クリ大阪市中央区南船場３丁目１２番常　勤:    2理事長　吉川　仁育 移転 現存
     ニック ９号心斎橋プラザビル東館５Ｆ (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 543394-06052 田中歯科医院 〒541-0058 06-4705-5313田中　政子 田中　政子 平25. 3. 1歯   診療所
     大阪市中央区南久宝寺町１丁目７常　勤:    1 継承 現存
     番１５号 (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 543494-06078 ふじもと歯科クリニッ〒542-0066 06-6763-7200藤本　真人 藤本　真人 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市中央区瓦屋町１丁目７番３常　勤:    1 新規 現存
     １号アッシュソレイユ１Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 543594-06086 福家歯科 〒542-0086 06-6211-2009福家　晃 福家　晃 平25. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市中央区西心斉橋２丁目６番常　勤:    2 継承 現存
     １１号 (歯       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 543694-06094 医療法人大樹会　ＯＢ〒540-6121 06-6949-1115医療法人歯友会　理事今上　英樹 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     Ｐデンタルクリニック大阪市中央区城見２丁目１－６１常　勤:    4長　春次　賢太朗 組織変更 現存
     ツイン２１ＭｉＤタワー２１Ｆ (歯       4) 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 543794-06102 医療法人光翔会　かと〒542-0076 06-6643-5888医療法人光翔会　理事加 　博 平25. 4. 1歯   診療所
     う歯科クリニック 大阪市中央区難波５丁目１番５号常　勤:    2長　加藤　光司 移転 現存
     高島屋 (歯       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 543894-06110 河野歯科医院 〒541-0045 06-6222-2034河野　渡 河野　渡 平25. 4. 1歯   診療所
     大阪市中央区道修町４－４－２河常　勤:    3 移転 現存
     野ビル４Ｆ (歯       3) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 543994-06136 医療法人　健俊会　本〒541-0057 06-6484-6099医療法人　健俊会　理福島　健嗣 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     町船場歯科クリニック大阪市中央区北久宝寺町３丁目１常　勤:    2事長　福島　健嗣 組織変更 現存
     番６号船場ミッドキューブ１階 (歯       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 544094-06144 みこデンタルクリニッ〒541-0047 06-6201-1818横田　光子 横田　光子 平25. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市中央区淡路町３丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     ３号ｚｅｌｋｏｖａ　ｑｕａｔｔ(歯       1) 平25. 9. 1
     ｒｏビル４階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 544194-06151 やまだみさデンタルク〒542-0082 06-6282-0118山田　実抄 山田　実抄 平25. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 大阪市中央区島之内１丁目２０番常　勤:    1 継承 現存
     １１号深川ビル２階 (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 544294-06169 トモコ歯科医院 〒540-0021 06-6809-4618松平　朋子 松平　朋子 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市中央区大手通１丁目４番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号大手前フタバビル１階 (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 544394-06185 さわい歯科クリニック〒542-0073 06-6599-8292澤井　康哲 澤井　康哲 平25.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市中央区日本橋２丁目１８番常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 544494-06193 新垣歯科医院 〒542-0071 06-6211-0988新垣　善啓 新垣　善啓 平25.10.16歯   診療所
     大阪市中央区道頓堀２丁目４番４常　勤:    1 移転 現存
     号フキビル　４階 (歯       1) 平25.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 544594-06201 医療法人　田中歯科医〒540-0026 06-6949-3718医療法人　田中歯科医田中　秀直 平26. 1. 1歯   小歯 診療所
     院 大阪市中央区内本町一丁目２番１常　勤:    4院　理事長　田中　秀 組織変更 現存
     ４号 (歯       4)直 平26. 1. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 544694-06219 いのうえ歯科 〒542-0073 06-6643-5220井上　仁志 井上　仁志 平26. 4. 1歯   診療所
     大阪市中央区日本橋１丁目１８番常　勤:    1 新規 現存
     地４号南地ビル１階 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 544794-06227 増田歯科医院 〒541-0048 06-6209-0555増田　豪 増田　豪 平26. 4. 1歯   歯外 診療所
     大阪市中央区瓦町１丁目７番２号常　勤:    1 新規 現存
     ＭＦＧ中央ビル１階 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 544894-06235 淀屋橋　勝部歯科 〒541-0044 06-6202-6202勝部　寛 勝部　寛 平26. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市中央区伏見町４－４－１０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 544994-06243 医療法人社団星美会　〒541-0046 06-6202-7739医療法人社団星美会　真鍋　忠雄 平26. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     歯科マナベデンタルク大阪市中央区平野町二丁目５番８常　勤:    2理事長　真鍋　忠雄 移転 現存
     リニック 号平野町センチュリービル１階 (歯       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 545094-06250 ラポール北浜歯科 〒541-0046 06-6226-8211安村　亮彦 安村　亮彦 平26.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市中央区平野町１－８－１１常　勤:    1 新規 現存
     ルート北浜ビル２階 (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 545194-06268 医療法人社団歯英会　〒541-0048 06-6221-0565医療法人社団歯英会　東　正史 平26.12. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ひがしデンタルクリニ大阪市中央区瓦町３－３－７瓦町常　勤:    4理事長　東　正史 移転 小歯 現存
     ック ＫＴビル１Ｆ (歯       4) 平26.12. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 545294-06284 医療法人アトランティ〒542-0081 06-6282-4618医療法人アトランティ大西　清知 平27. 1. 1歯   小歯 診療所
     ック　ライフデンタル大阪市中央区南船場４丁目４番３常　勤:    1ック　理事長　大西　 組織変更 現存
     クリニック大 歯科 号心斎橋東急ビル２階 (歯       1)清知 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 545394-06292 のい歯科クリニック 〒542-0085 06-6213-0418野井　晃正 野井　晃正 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市中央区心斎橋筋２丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ２２号小大丸ビル４階Ａ号室 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 545494-06300 大阪天満橋Ｙ＆Ｙ歯科〒540-0012 06-6966-5548シュウ　イ 平27. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     大阪市中央区谷町２丁目２－１８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 545594-06318 みずた歯科 〒542-0075 06-6710-9451水田　智也 水田　智也 平27. 5. 1歯   小歯 診療所
     大阪市中央区難波千日前４－２１常　勤:    2 新規 現存
     ＭＣビル３階 (歯       2) 平27. 5. 1
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 545694-06334 アップル谷町歯科医院〒542-0061 06-6762-0513日浅　淳一郎 日浅　淳一郎 平27. 5. 1歯   歯外 診療所
     大阪市中央区安堂寺町２丁目１番常　勤:    1 継承 現存
     １０号ベルテ谷町２Ｆ (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 545794-06359 竹田歯科医院 〒542-0083 06-6245-3568竹田　宗弘 竹田　宗弘 平27. 8. 1歯   歯外 診療所
     大阪市中央区東心斎橋１－１７－常　勤:    2 継承 現存
     １コスミビル３Ｆ (歯       2) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 545894-06367 医療法人一縁会　心斎〒542-0086 06-6210-4682医療法人一縁会　理事岡　昌平 平27.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     橋セントラル歯科 大阪市中央区西心斎橋１丁目１０常　勤:    1長　横井　宏一朗 新規 現存
     番４０号 (歯       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 545994-06383 医療法人栄功会　田中〒542-0086 06-6241-6455医療法人栄功会　理事田中　良憲 平27.12.10歯   診療所
     歯科医院 大阪市中央区西心斎橋１丁目１０常　勤:    3長　田中　良憲 移転 現存
     番４号エースビル３階Ａ号室 (歯       3) 平27.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 546094-06391 医療法人ＭＯ会　尾﨑〒541-0051 06-6220-0022医療法人ＭＯ会　理事尾﨑　雅征 平28. 1. 1歯   矯歯 歯外診療所
     (94-66399 ) クリニック 大阪市中央区備後町二丁目４番６常　勤:    1長　尾﨑　雅征 組織変更 内   消   現存
     号森田ビルディング２階 (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       1)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 546194-06409 秋田歯科医院 〒542-0012 06-6768-0283秋田　恭宏 秋田　恭宏 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市中央区谷町６丁目３番１９常　勤:    1 移転 現存
     号 (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 546294-06417 エマーブル歯科・矯正〒541-0041 06-4706-8181医療法人エピック　理峰　正博 平28. 3. 1矯歯 歯   診療所
     歯科クリニック 大阪市中央区北浜三丁目１番１４常　勤:    1事長　峰　啓介 新規 現存
     号タカラ淀屋橋ビル５Ｆ (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 546394-06441 佐々木歯科醫院 〒541-0045 06-6233-9670佐々木　秀典 佐々木　秀典 平28. 7. 1歯   歯外 診療所
     大阪市中央区道修町一丁目６番７常　勤:    1 新規 現存
     号北浜ＭＩＤビル１階 (歯       1) 平28. 7. 1
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 546494-06458 八木歯科 〒540-0034 06-6755-4633八木　明弘 八木　明弘 平28. 7. 1歯   小歯 診療所
     大阪市中央区島町二丁目３番１９常　勤:    1 新規 現存
     号ＳＥＳＴ北浜１０２号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 546594-06466 総合歯科ＨＭクリニッ〒542-0082 06-4708-4618松岡　弘樹 松岡　弘樹 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市中央区島之内一丁目８番８常　勤:    1 新規 現存
     号ＫＯＵＲＩＮビル１・２・３Ｆ(歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 546694-06474 医療法人双幸会　ツイ〒540-6121 06-6947-7118医療法人双幸会　理事呉　沢哲 平28. 9. 1歯   小歯 診療所
     ンデンタルクリニック大阪市中央区城見二丁目１番６１常　勤:    2長　呉　沢哲 組織変更 現存
     号ツイン２１ＭＩＤタワー２１階(歯       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 546794-06482 医療法人ＴＳ会　ハー〒542-0076 06-6121-2450医療法人ＴＳ会　理事岡本　行雄 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     トフル歯科・矯正歯科大阪市中央区難波二丁目１番２号常　勤:    1長　岡本　行雄 移転 現存
     太陽生命難波ビル６階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 546894-06490 じゅん矯正歯科クリニ〒541-0053 06-6266-0018阿部　純子 阿部　純子 平29. 1. 1矯歯 診療所
     ック 大阪市中央区本町三丁目５番２号常　勤:    1 新規 現存
     　辰野本町ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 546994-06508 中島歯科医院 〒542-0061 06-6761-5791中島　崇志 中島　崇志 平29. 1. 1歯   小歯 診療所
     大阪市中央区安堂寺町一丁目５番常　勤:    2 継承 現存
     １０号 (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 547094-06516 おおはし歯科医院 〒540-0021 06-4256-6480大橋　保彦 大橋　保彦 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市中央区大手通一丁目１番１常　勤:    2 新規 現存
     ３号ＧＩパールビル１階 (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 547194-06524 医療法人山本歯科　淀〒541-0044 06-6210-4816医療法人　山本歯科　山本　彰美 平29. 5. 1歯   歯外 診療所
     屋橋御堂筋デンタルク大阪市中央区伏見町四丁目２番１常　勤:    1理事長　山本　彰美 新規 現存
     リニック ４号－Ｂ１０３号室 (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 547294-06532 えがみ歯科医院 〒540-0037 06-6809-4731江上　雅之 江上　雅之 平29. 5.29歯   小歯 歯外診療所
     大阪市中央区内平野町１－５－８常　勤:    1 新規 現存
     トークス内平野ビル１０１ (歯       1) 平29. 5.29
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 547394-06540 ヤマシタ　デンタル　〒541-0054 06-6267-0418山下　幸樹 山下　幸樹 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 大阪市中央区南本町１丁目３番１常　勤:    1 新規 現存
     ７号南本町ＩＫビル　１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 547494-06557 医療法人　タニオ歯科〒542-0081 06-6265-1184医療法人タニオ歯科ク元島　慧 平29. 5. 1歯   診療所
     クリニック　分院 大阪市中央区南船場二丁目４番１常　勤:    1リニック　理事長　谷 新規 現存
     号美貴ビル３Ｆ (歯       1)尾　和正 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 547594-06565 おんだＫ歯科クリニッ〒540-0034 06-6910-4618恩田　康平 恩田　康平 平29. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大阪市中央区島町２丁目４番３号常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 547694-06573 大井歯科医院 〒541-0046 06-6203-8117大井　俊二 大井　俊二 平29. 7. 1歯   診療所
     大阪市中央区平野町１丁目７番３常　勤:    1 新規 現存
     号　吉田ビル２階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 547794-06581 ささき歯科医院 〒542-0067 06-6765-1700佐々木　源太郎 佐々木　源太郎 平29.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市中央区松屋町３番２０号東常　勤:    1 新規 現存
     急ドエルアルス松屋町１０１ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 547894-06599 医療法人三友会　本町〒541-0053 06-6244-4618医療法人三友会　理事野村　雄司 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     通りデンタルクリニッ大阪市中央区本町二丁目６番５号常　勤:    3長　野村　雄司 組織変更 現存
     ク (歯       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 547994-06615 医療法人社団有心会　〒542-0081 06-6245-2510医療法人社団有心会　木村　正信 平29.11. 1矯歯 歯   診療所
     クリア歯科心斎橋院 大阪市中央区南船場３丁目２番２常　勤:    1理事長　木村　正信 新規 現存
     ９号心斎橋ＭＩＤＯビル２Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 548094-06623 やまだ歯科クリニック〒541-0053 06-6121-8778山田　裕 山田　裕 平29.12. 1歯   歯外 診療所
     大阪市中央区本町４丁目４番２７常　勤:    1 新規 現存
     号細井ビル２階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 548194-06631 まるやま歯科 〒541-0047 06-6231-6480丸山　優一 丸山　優一 平29.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     大阪市中央区淡路町二丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     ４号Ｄａｉｗａ北浜ビル１階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 548294-06649 オーラルケアステーシ〒541-0053 06-7711-1418前田　芳信 前田　芳信 平30. 1.11歯   小歯 矯歯診療所
     ョン本町歯科 大阪市中央区本町三丁目６番４号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     本町ガーデンシティ４階１－２ (歯       1) 平30. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 548394-06656 Ｗｅｌｌｎｅｓｓ　Ｄ〒542-0086 06-6281-8555医療法人尚歯会　理事山田　理人 平29.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ｅｎｔａｌ　Ｃｌｉｎ大阪市中央区西心斎橋一丁目４番常　勤:    2長　山田　正人 移転 歯外 現存
     ｉｃ ５号御堂筋ビルディング４階 (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 548494-06664 ＲＹＯデンタルクリニ〒542-0085 06-4708-4433西尾　良介 西尾　良介 平30. 2. 1歯   歯外 診療所
     ック 大阪市中央区心斎橋筋２丁目７番常　勤:    1 継承 現存
     １８号プライムスクエア心斎橋ビ(歯       1) 平30. 2. 1
     ル４階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 548594-06672 医療法人あいデンタル〒542-0081 06-6267-0102医療法人あいデンタル酒井　啓志 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     グループ　あい歯科　大阪市中央区南船場一丁目１０番常　勤:    2グループ　理事長　酒 組織変更 現存
     長堀橋院 １２号 (歯       2)井　啓志 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 548694-06680 医療法人樹栄会　橋本〒541-0054 06-6264-5858医療法人樹栄会　理事橋本　樹人 平30. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     歯科医院 大阪市中央区南本町２－２－３ 常　勤:    1長　橋本　樹人 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 548794-06698 牧野歯科医院 〒541-0042 06-6231-3734牧野　利彦 牧野　利彦 平30. 3.23歯   小歯 歯外診療所
     大阪市中央区今橋３丁目１番７号常　勤:    2 移転 現存
     日本生命今橋ビル１階 (歯       2) 平30. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 548894-06706 あぼ歯科医院 〒542-0086 06-6271-8147阿保　淳一 阿保　淳一 平30. 3.20歯   診療所
     大阪市中央区西心斎橋１丁目１０常　勤:    1 移転 現存
     番５号ＤＨビル３Ｆ (歯       1) 平30. 3.20
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 548994-06714 近藤歯科医院 〒540-0012 06-6943-8249近藤　逸亮 近藤　逸亮 平30. 4. 1歯   診療所
     大阪市中央区谷町１－６－５西村常　勤:    1 移転 現存
     ビル３Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 549094-06722 伊藤歯科医院 〒542-0081 06-6245-3115伊藤　雄策 伊藤　雄策 平30. 6. 1歯   歯外 矯歯診療所
     大阪市中央区南船場４丁目４番８常　勤:    1 新規 現存
     号クリエイティブ心斎橋５階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 549195-00029 細濱歯科医院 〒599-0203 0724-72-1746細濱　亨 細濱　亨 昭44.11. 1歯   診療所
     阪南市黒田５８２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 549295-00045 藤岡歯科医院 〒599-0224 0724-73-1710藤岡　三之輔 藤岡　三之輔 昭52. 8. 1歯   診療所
     阪南市舞一丁目７番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 549395-00052 大河内歯科医院 〒599-0202 072-473-2241大河内　秀記 大河内　秀記 昭53. 6. 1歯   内   診療所
     (95-60050 ) 阪南市下出４１番４号ヨシトビル常　勤:    1 現存
     ２階 (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 549495-00086 向井歯科 〒599-0211 0724-73-0073向井　和之 向井　和之 昭56. 4. 1歯   診療所
     阪南市鳥取中２９９－５ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 549595-00102 くき歯科医院 〒599-0201 072-472-1800九鬼　裕之 九鬼　裕之 昭59.11.28歯   歯外 小歯診療所
     阪南市尾崎町９３番地９ 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平29.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 549695-00144 堀内歯科医院 〒599-0224 0724-73-1240堀内　幹二 堀内　幹二 昭63. 1. 1歯   診療所
     阪南市舞一丁目３５番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 549795-00151 中谷歯科医院 〒599-0221 0724(71)7471中谷　聡 中谷　聡 昭63. 4. 1歯   小歯 診療所
     阪南市石田６１９－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 549895-00177 古家歯科医院 〒599-0204 0724-71-8241古家　亨 古家　亨 平元. 7. 1歯   診療所
     阪南市鳥取６５８－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 549995-00185 医療法人　寺本歯科医〒599-0232 0724-76-1771医療法人寺本歯科医院寺本　隆彦 平元. 7. 1歯   診療所
     院 阪南市箱作３２１番地の１和久ビ常　勤:    1　理事長　寺本　隆彦 組織変更 現存
     ル２階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 550095-00201 岡野歯科医院 〒599-0201 0724-71-7800岡野　逸郎 岡野　逸郎 平 2. 4. 1歯   小歯 診療所
     阪南市尾崎町８７番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 550195-00219 森井歯科クリニック 〒599-0201 0724-72-7307森井　克治 森井　克治 平 4. 7. 1歯   診療所
     阪南市尾崎町一丁目８番２８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 550295-00268 こばやし矯正歯科 〒599-0202 0724-70-2418小林　秀樹 小林　秀樹 平10.11. 1矯歯 診療所
     阪南市下出４５番２号コモド尾崎常　勤:    1 新規 現存
     １階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 550395-00276 こうち歯科 〒599-0201 0724-73-1081高智　満 高智　満 平11. 8. 1歯   小歯 診療所
     阪南市尾崎町四丁目１６番１５－常　勤:    1 移転 現存
     １ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 550495-00284 阪南デンタルクリニッ〒599-0212 072-470-0202井口　博嗣 井口　博嗣 平11.10. 1歯   歯外 診療所
     ク 阪南市自然田６２３番４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 550595-00292 医療法人　福森歯科 〒599-0201 0724-71-0001医療法人福森歯科　理福森　繁 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     阪南市尾崎町１０６番地の１ 常　勤:    1事長　福森　繁 組織変更 休止
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 550695-00300 津田歯科クリニック 〒599-0232 0724-76-3957津田　勝一 津田　勝一 平13. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     阪南市箱作３５０６番地の５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 550795-00318 まさと歯科医院 〒599-0212 0724-70-1881若野　正人 若野　正人 平13. 4. 1歯   診療所
     阪南市自然田８２１番地の９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 550895-00326 医療法人　若野歯科医〒599-0202 0724-71-5577医療法人　若野歯科医若野　泰三 平13. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 阪南市下出１６４番地の４ 常　勤:    1院　理事長　若野　泰 移転 歯外 現存
     (歯       1)三 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 550995-00334 つちだ歯科医院 〒599-0201 0724-73-8888土田　仁 土田　仁 平13.11. 1歯   小歯 診療所
     阪南市尾崎町１１２－１０　ネゴ常　勤:    1 新規 現存
     ロ第一ビル１階 (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 551095-00342 関歯科医院 〒599-0203 0724-73-8610関　智浩 関　智浩 平14. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     阪南市黒田２９５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 551195-00359 林歯科医院 〒599-0204 0724-73-3123林　義豊 林　義豊 平15. 3. 1歯   歯外 診療所
     阪南市鳥取４６０－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 551295-00375 いたはし歯科医院 〒599-0223 0724-86-8558板橋　正憲 板橋　正憲 平15.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     阪南市光陽台一丁目１５番１２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 551395-00383 ねごろ歯科医院 〒599-0211 0724-73-6480根耒　昌則 根耒　昌則 平17.10. 1歯   診療所
     阪南市鳥取中２０９－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 551495-00391 なかみち歯科クリニッ〒599-0232 0724-76-5388中道　一範 中道　一範 平17. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 阪南市箱作３５０１番地の６ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 551595-00409 安田歯科 〒599-0232 072-476-1418安田　久史 安田　久史 平19. 1. 1歯   小歯 診療所
     阪南市箱作１５３９－３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 551695-00417 三井歯科医院 〒599-0202 072-471-5888三井　拓也 三井　拓也 平20.10. 1歯   診療所
     阪南市下出７１９番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 551795-00441 医療法人　桃和会　き〒599-0236 072-486-8211医療法人　桃和会　理北野　裕司 平22. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     たの歯科医院 阪南市桃の木台六丁目１０番９号常　勤:    2事長　北野　裕司 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 551895-00458 やぶした歯科 〒599-0204 072-493-9769藪下　英之 藪下　英之 平26.12. 1歯   小歯 診療所
     阪南市鳥取４４５番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 551995-00466 伊﨑歯科医院 〒599-0201 072-472-0138伊﨑　克弥 伊﨑　克弥 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     阪南市尾崎町２丁目２番９号 常　勤:    1 継承 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 552095-00474 下出歯科医院 〒599-0212 072-468-6571下出　毅 下出　毅 平28. 4. 1歯   診療所
     阪南市自然田８４０番１号１階 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 552195-00482 はこのうら歯科クリニ〒599-0235 072-481-2080髙田　勇之介 髙田　勇之介 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 阪南市箱の浦１－１００ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 552298-00015 高槻市立口腔保健セン〒569-0052 072-661-9105高槻市長　濱田　剛史氷見　雄二 平 5. 6. 1歯   診療所
     ター 高槻市城東町５番１号高槻市立総常　勤:    1 新規 現存
     合保健福祉センター３階 (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:   13
     (歯      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 552399-00021 大阪大学歯学部附属病〒565-0871 06-6879-5111国立大学法人大阪大学村上　伸也 昭58. 8. 1一般        40病院
     (99-60029 ) 院 吹田市山田丘１番８号 常　勤:   86　学長　西尾　章治郎 移転 歯   矯歯 小歯現存
     (医       2) 平29. 1. 1歯外 内   小  
     (歯      83)
     (薬       1)
     非常勤:  240
     (歯     240)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    101-01813 医療法人杏和会　阪南〒599-8263 072-278-0381医療法人　杏和会　理黒田　健治 昭32.10. 1精神       690病院
     (01-61813 ) 病院 堺市中区八田南之町２７７ 常　勤:   45事長　後藤田　公一 新規 精   心内 内  現存
     (医      44) 平29.10. 1小   放   歯  
     (歯       1) 神内 
     非常勤:   17 精神科、児童精
     (医      17) 神科、内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-01896 公益財団法人　浅香山〒590-0018 072-229-4882公益財団法人　浅香山太田　勝康 昭32.10. 1一般       223病院
     (01-61896 ) 病院 堺市堺区今池町三丁３番１６号 常　勤:   70病院　理事長　髙橋　 新規 精神       816現存
     (医      68)明 平29.10. 1内   外   整外
     (歯       2) 形外 婦   眼  
     非常勤:   47 歯   耳い ひ  
     (医      47) 透析 リハ 皮  
     放   神内 精  
     心内 循   麻  
     消   呼内 
     内科、泌尿器科
     （人工透析）、
     循環器内科、消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-03462 独立行政法人労働者健〒591-8025 072-252-3561独立行政法人労働者健田内　潤 昭37. 5. 1一般       678地域支援
     (01-63462 ) 康安全機構　大阪労災堺市北区長曾根町１１７９番地の常　勤:  193康安全機構　理事長　 新規 内   精   形外病院
     病院 ３ (医     189)有賀　徹 平28. 5. 1小   外   整外現存
     (歯       4) 脳外 心外 皮  
     非常勤:    4 ひ   産婦 眼  
     (医       4) 耳い リハ 麻  
     歯外 歯   循  
     消   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-04742 医療法人以和貴会　金〒591-8012 072-252-3108医療法人以和貴会　理髙野　照起 昭42. 8. 8精神       453病院
     (01-64742 ) 岡中央病院 堺市北区中村町４５０番地 常　勤:   14事長　高野　公男 移転 神   精   内  現存
     (医      11) 平24. 8. 8歯   
     (薬       3)
     非常勤:   13
     (医      12)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    501-08313 医療法人錦秀会　阪和〒599-8271 072-277-1401医療法人錦秀会　理事守口　篤 昭55.12. 1一般       235病院
     (01-68313 ) 第二泉北病院 堺市中区深井北町３１７６ 常　勤:   34長　籔本　雅巳 新規 療養       734現存
     (医      33) 平28.12. 1内   外   整外
     (歯       1) 眼   放   リハ
     非常勤:   55 麻   歯外 
     (医      52)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-16795 医療法人恒進會　泉北〒590-0106 072-299-2020医療法人恒進會　理事岩月　幸一 平 3. 7. 1一般       269病院
     (01-76795 ) 陣内病院 堺市南区豊田４０番地 常　勤:   11長　陣内　進 組織変更 内   心内 外  現存
     (医      10) 平24. 7. 1心外 整外 脳外
     (歯       1) アレ リウ リハ
     非常勤:   55 放   歯   神  
     (医      52) 呼   循   皮ひ
     (歯       3) 小歯 歯外 胃  
     精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-20912 医療法人　錦秀会　阪〒590-0106 072-295-2888医療法人　錦秀会　理東森　浩一 平12. 7. 1療養     1,024病院
     (01-80912 ) 和第一泉北病院 堺市南区豊田１５８８番地の１ 常　勤:   19事長　籔本　雅巳 移転 内   整外 眼  現存
     (医      18) 平24. 7. 1放   リハ 婦  
     (歯       1) 皮   歯   
     非常勤:   52
     (医      47)
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-21548 医療法人淳康会　堺近〒590-0004 0722-27-8001医療法人淳康会　理事近森　淳二 平13. 7. 1一般        59病院
     (01-81548 ) 森病院 堺市堺区北清水町二丁４番１号 常　勤:    7長　近森　淳二 組織変更 内   外   循  現存
     (医       6) 平25. 7. 1整外 消   リハ
     (歯       1) 歯   放   歯外
     非常勤:   22
     (医      20)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-21647 医療法人以和貴会　北〒591-8034 072-277-1119医療法人以和貴会　理久保井　広志 平13.11. 1療養       237病院
     (01-81647 ) 条病院 堺市北区百舌鳥陵南町一丁７７番常　勤:    6事長　髙野　公男 移転 内   消   整外現存
     地の１ (医       5) 平25.11. 1リウ リハ 放  
     (歯       1) 呼内 歯   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1001-23361 医療法人好寿会　美原〒587-0061 0723-61-0545医療法人好寿会　理事本西　正道 昭38. 3. 1精神       468病院
     (01-83361 ) 病院 堺市美原区今井３８０番地 常　勤:    5長　片岡　尚 新規 精   心内 内  現存
     (医       5) 平29. 3. 1歯   
     非常勤:   33
     (医      28)
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1102-02439 医療法人燦惠会　首藤〒553-0005 06-6461-1537医療法人燦惠会　理事首藤　三七郎 平 8. 1. 1療養        86病院
     (02-62439 ) 病院 大阪市福島区野田五丁目１８番１常　勤:    4長　首藤　三七郎 組織変更 整外 外   内  現存
     ６号 (医       4) 平29. 1. 1脳外 皮   ひ  
     非常勤:   13 こう リハ 放  
     (医      11) 歯   
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1203-02056 エクセディクリニック〒572-0822 072-824-7488株式会社エクセディ　西澤　均 昭39. 3. 1内   心内 歯  診療所
     (03-62056 ) 寝屋川市木田元宮一丁目１－１ 常　勤:    1代表取締役　久川　秀 新規 現存
     (医       1)仁 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (医       3)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1303-02395 医療法人協仁会　小松〒572-0015 072-823-1521医療法人協仁会　理事一番ケ瀬　明 昭52. 8. 1一般       190病院
     (03-62395 ) 病院 寝屋川市川勝町１１番６号 常　勤:   40長　井谷　敬治 移転 内   呼内 消  現存
     (医      35) 平28. 8. 1外   放   循  
     (歯       5) 小   眼   整外
     非常勤:    7 皮   ひ   耳い
     (医       5) リハ リウ 歯  
     (歯       2) 歯外 麻   アレ
     神内 
     内科、消化器外
     科、消化器内科
     、外科、循環器
     内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1403-03609 医療法人長尾会　ねや〒572-0854 072-822-3561医療法人　長尾会　理長尾　喜一郎 平 3. 4. 1精神       267病院
     (03-63609 ) 川サナトリウム 寝屋川市寝屋川公園２３７０番地常　勤:   10事長　長尾　喜一郎 移転 精   神内 心内現存
     ６ (医       9) 平30. 4. 1内   循   放  
     (歯       1) リハ 歯   
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1503-03922 医療法人　谷口クリニ〒572-0085 072-833-8100医療法人　谷口クリニ谷口　康彦 平 7. 8.10内   皮   リハ診療所
     (03-63922 ) ック 寝屋川市香里新町２６番３号 常　勤:    2ック　理事長　谷口　 移転 歯   現存
     (医       1)康彦 平28. 8.10
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1603-05885 社会医療法人　弘道会〒572-0028 072-834-9000社会医療法人　弘道会金　安明 平25. 8. 1一般 病院
     (03-65885 ) 　寝屋川生野病院 寝屋川市日新町２番８号 常　勤:   21　理事長　生野　弘道 新規     一般   103現存
     (医      20) 平25. 8. 1内   消   循  
     (歯       1) 神内 透析 外  
     非常勤:   15 脳外 整外 形外
     (医      15) 婦   小   眼  
     耳い ひ   皮  
     歯   歯外 麻  
     放   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1704-01395 医療法人南労会　松浦〒552-0007 06-6574-8010医療法人南労会　理事新井　孝和 昭55. 3. 1内   透析 整外診療所
     (04-61395 ) 診療所 大阪市港区弁天二丁目１番３０号常　勤:    2長　佐藤　雅司 新規 精   リハ 放  現存
     (医       2) 平28. 3. 1歯   小歯 矯歯
     非常勤:    5
     (医       1)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1805-02879 地方独立行政法人　大〒594-1101 0725-56-1220地方独立行政法人　大倉智　博久 平18. 4. 1一般       375病院
     (05-62879 ) 阪府立病院機構　大阪和泉市室堂町８４０番地 常　勤:  114阪府立病院機構　理事 組織変更 内   精   神内現存
     母子医療センター (医     109)長　遠山　正彌 平30. 4. 1循   小   整外
     (歯       5) 形外 眼   脳外
     非常勤:   53 心外 小外 ひ  
     (医      50) 産   婦   放  
     (歯       3) 耳い リハ 矯歯
     歯外 麻   病理
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1907-01513 医療法人生登会　寺元〒586-0017 0721-50-1111医療法人生登会　理事寺元　隆 平 7. 1. 1一般       160病院
     (07-61513 ) 記念病院 河内長野市古野町４番１１号 常　勤:   23長　寺元　隆 組織変更 内   消   循  療養病床
     (医      21) 平28. 1. 1外   整外 形外現存
     (歯       2) 眼   脳外 皮  
     非常勤:   30 ひ   放   耳い
     (医      29) リハ 歯外 麻  
     (歯       1) こう 
     内科、血液内科
     、消化器内科、
     循環器内科、外
     科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2008-05363 社会福祉法人愛徳福祉〒546-0035 06-6699-8731社会福祉法人　愛徳福川端　秀彦 昭57. 4. 1一般       120病院
     (08-65363 ) 会　南大阪小児リハビ大阪市東住吉区山坂５－１１－２常　勤:   11祉会　理事長　梶浦　 新規 整外 小   小外現存
     リテーション病院 １ (医      10)一郎 平30. 4. 1リハ ひ   内  
     (歯       1) 歯   
     非常勤:   33
     (医      26)
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2108-06403 医療法人　青洲会診療〒546-0002 06-6713-9592医療法人青洲会　理事孫　德弘 平 5. 9. 1一般        19診療所
     (08-66403 ) 所 大阪市東住吉区杭全一丁目４番２常　勤:    4長　孫　徳弘 移転 整外 外   胃  現存
     ０号 (医       2) 平29. 9. 1内   形外 皮  
     (歯       2) 放   リハ リウ
     非常勤:    5 麻   歯外 小歯
     (医       1)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2208-07906 矢田生活協同組合医療〒546-0023 06-6696-1751矢田生活協同組合　理木場　崇之 平18. 8. 1内   小   整外診療所
     (08-67906 ) センター 大阪市東住吉区矢田五丁目７番３常　勤:    5事長　小野　栄一 移転 外   放   歯  現存
     ４号 (医       3) 平24. 8. 1歯外 
     (歯       2)
     非常勤:    7
     (医       6)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2308-08201 井口医院 〒546-0044 06-6628-6131井口　正美 井口　正美 平25.12. 1内   婦   歯  診療所
     (08-68201 ) 大阪市東住吉区北田辺６丁目１３常　勤:    2 継承 現存
     番８号 (医       1) 平25.12. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2409-00503 大阪医科大学附属病院〒569-0801 0726-83-1221学校法人　大阪医科薬内山　和久 昭32.10. 1一般       822特定機能
     (09-60503 ) 高槻市大学町２番７号 常　勤:  565科大学　理事長　植木 新規 精神        60病院
     (医     549)　實 平24.10. 1内   精   神内現存
     (歯      16) 呼内 消   循  
     非常勤:  276 小   外   整外
     (医     246) 形外 脳外 呼外
     (歯      30) 心外 皮   ひ  
     産   婦   眼  
     耳い 放   麻  
     リウ リハ 救命
     病理 歯   歯外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2509-02582 社会医療法人　祐生会〒569-1121 072-681-5717社会医療法人祐生会　新井　基弘 昭51. 2. 1一般       329病院
     (09-62582 ) 　みどりヶ丘病院 高槻市真上町３丁目１３番１号 常　勤:   37理事長　甲斐　史敏 組織変更 内   消   循  現存
     (医      36) 平30. 2. 1リウ 小   外  
     (歯       1) 整外 眼   脳外
     非常勤:   26 放   耳い リハ
     (医      26) 麻   歯   歯外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2609-02814 高槻島本夜間休日応急〒569-1124 072-683-9999公益財団法人大阪府三西本　泰久 昭53. 4.27内   小   外  診療所
     (09-62814 ) 診療所 高槻市南芥川町１１番１号 常　勤:    1島救急医療センター　 歯   現存
     (医       1)理事長　濱田　剛史 平29. 4.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2709-05999 ひかり診療所 〒569-0814 072-693-0650公益財団法人大阪府三岡本　雅雄 平15. 4. 1内   循   小  診療所
     (09-65999 ) 高槻市富田町二丁目４番１５号 常　勤:    5島救急医療センター　 組織変更 外   整外 眼  現存
     (医       4)理事長　濱田　剛史 平27. 4. 1耳い ひ   歯  
     (歯       1) 循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2809-07359 社会医療法人　愛仁会〒569-1116 072-683-1212社会医療法人　愛仁会吉田　和也 平23. 7. 1一般       264病院
     (09-67359 ) 　愛仁会リハビリテー高槻市白梅町５番７号 常　勤:   15　理事長　内藤　嘉之 移転 リハ 内   脳外現存
     ション病院 (医      15) 平29. 7. 1整外 精   皮  
     非常勤:   11 小   循   歯  
     (医      11) 内科、循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2909-07938 医療法人友仁会　野田〒569-1116 072-684-2324医療法人友仁会　理事野田　友一 平27. 1. 1皮   歯   診療所
     (09-67938 ) 皮フ科クリニック 高槻市白梅町４番１３号ジオ高槻常　勤:    2長　野田　友一 移転 現存
     ミューズＥＸ４階 (医       1) 平27. 1. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3010-02572 医療法人博悠会　名取〒555-0043 06-6474-0506医療法人　博悠会　名百々　元昭 平 7. 7. 1一般        23病院
     (10-62572 ) 病院 大阪市西淀川区大野二丁目１番３常　勤:   12取病院　理事長　横松 組織変更 療養        60現存
     ２号 (医       7)　秀明 平28. 7. 1内   外   消  
     (歯       5) 整外 皮   心内
     非常勤:   17 リハ 歯   歯外
     (医      14) 小歯 矯歯 ひ  
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3111-01143 医療法人聖志会　渡辺〒596-0825 072-426-3456医療法人聖志会　理事渡邊　浩年 昭40. 6. 1療養       100病院
     (11-61143 ) 病院 岸和田市土生町７７番地 常　勤:    9長　渡辺　浩年 新規 精神       336現存
     (医       8) 平28. 6. 1精   内   皮  
     (薬       1) ひ   眼   心内
     非常勤:   15 リハ 歯   
     (医      13)
     (歯       2)
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   3211-02430 社会福祉法人　光生会〒596-0815 0724(43)0111社会福祉法人　光生会八木　正晴 昭60. 5. 1内   外   整外診療所
     (11-62430 ) 診療所 岸和田市三ケ山町２１４－４ 常　勤:    1　理事長　川口　光國 新規 精   歯   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       4)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3311-04048 医療法人徳洲会　岸和〒596-0042 0724-45-9915医療法人徳洲会　理事東上　震一 平14.10. 1一般       341病院
     (11-64048 ) 田徳洲会病院 岸和田市加守町四丁目２７番１号常　勤:  113長　鈴木　隆夫 移転 内   心内 神内現存
     (医     109) 平26.10. 1呼内 消   循  
     (歯       4) 小   麻   外  
     非常勤:  108 整外 形外 脳外
     (医     103) 心外 救命 歯  
     (歯       5) 歯外 眼   皮  
     ひ   産婦 放  
     耳い リハ 病理
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3412-00994 医療法人爽神堂　七山〒590-0421 0724-52-1231医療法人爽神堂　理事本多　義治 昭47. 1. 1精神       640病院
     (12-60994 ) 病院 泉南郡熊取町七山二丁目２番１号常　勤:   24長　本多　義治 組織変更 精   心内 歯  現存
     (医      18) 平29. 1. 1内   
     (薬       6)
     非常勤:   21
     (医      19)
     (歯       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3513-00661 水間病院 〒597-0104 0724-46-1102医療法人河﨑会　理事河崎　建人 昭38. 1. 1精神       541病院
     (13-60661 ) 貝塚市水間５１番地 常　勤:   10長　河崎　建人 組織変更 精   神   歯  現存
     (医      10) 平29. 1. 1内   
     非常勤:   33
     (医      32)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3613-00877 医療法人桐葉会　木島〒597-0044 0724-46-2158医療法人桐葉会　理事高瀬　勝教 昭46. 3. 1精神       492病院
     (13-60877 ) 病院 貝塚市森８９２番地 常　勤:   15長　横井　清 新規 精   神   内  現存
     (医      15) 平28. 3. 1歯   
     非常勤:   13
     (医      11)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3713-01420 貝塚市立休日急患診療〒597-0072 0724-32-1453貝塚市長　藤原　龍男宮本　悦男 平 7.11.12内   歯   診療所
     (13-61420 ) 所 貝塚市畠中一丁目１８番８号保健常　勤:    2 移転 現存
     合同庁舎１階 (医       2) 平28.11.12
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3814-02152 医療法人神明会　印ど〒562-0012 0727-24-2824医療法人神明会　理事印藤　八郎 平15. 1. 1内   皮   外  診療所
     (14-62152 ) うメディカルクリニッ箕面市白島一丁目１５番５号 常　勤:    4長　印藤　八郎 組織変更 リハ 整外 歯  現存
     ク (医       3) 平27. 1. 1
     (歯       1)
     非常勤:   19
     (医       8)
     (歯      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3914-02467 医療法人　清順堂　た〒562-0033 0727-29-7615医療法人　清順堂　理為永　清吾 平18. 7. 1一般        50病院
     (14-62467 ) めなが温泉病院 箕面市今宮四丁目５番２４号 常　勤:    8事長　為永　清吾 組織変更 精神       266現存
     (医       7) 平24. 7. 1内   精   神  
     (歯       1) 循   放   リハ
     非常勤:    9 歯   
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4014-02673 医療法人嵩美会　みほ〒562-0022 072-726-0909医療法人嵩美会　理事中野　美千穂 平22. 1. 1アレ 小   リウ診療所
     (14-62673 ) クリニック 箕面市粟生間谷東五丁目２５番２常　勤:    2長　中野　美千穂 組織変更 歯   現存
     ３号 (医       1) 平28. 1. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4116-06836 大貝診療所 〒564-0082 06-6339-6281大貝　俊弘 大貝　俊弘 平17. 3. 1内   循   歯  診療所
     (16-66836 ) 吹田市片山町一丁目３番１７号　常　勤:    2 新規 現存
     ＢＨビル５階 (医       1) 平29. 3. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4216-07149 社会福祉法人恩賜財団〒565-0862 06-6871-0121社会福祉法人恩賜財団木内　利明 平18. 7. 1一般       343地域支援
     (16-67149 ) 済生会支部　大阪府済吹田市津雲台一丁目１番６号 常　勤:  108済生会支部大阪府済生 移転 内   精   心内病院
     生会千里病院 (医     105)会　支部長　岡上　武 平24. 7. 1呼内 消   循  現存
     (歯       3) 小   外   整外
     非常勤:   65 脳外 ひ   産  
     (医      62) 婦   耳い リハ
     (歯       3) 放   麻   歯  
     歯外 神内 救命
     病理 リウ アレ
     眼   皮   形外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4316-08428 市立吹田市民病院 〒564-0082 06-6387-3311地方独立行政法人市立冨永　信彦 平26. 4. 1一般       431病院
     (16-68428 ) 吹田市片山町２丁目１３番２０号常　勤:  107吹田市民病院　理事長 組織変更 内   循   神内現存
     (医     107)　徳田　育朗 平26. 4. 1消   小   整外
     非常勤:   11 外   眼   脳外
     (医       6) 産婦 皮   ひ  
     (歯       5) 耳い 放   リハ
     麻   精   心内
     病理 歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4416-08444 医療法人沖縄徳洲会　〒565-0814 06-6878-1110医療法人沖縄徳洲会　金香　充範 平26. 7. 1一般       265病院
     (16-68444 ) 吹田徳洲会病院 吹田市千里丘西２１－１ 常　勤:   44理事長　鈴木　隆夫 新規 療養       100現存
     (医      42) 平26. 7. 1内   循   呼内
     (歯       2) 消   神内 透析
     非常勤:  154 外   呼外 心外
     (医     148) 脳外 整外 形外
     (歯       6) 産婦 ひ   眼  
     皮   耳い 小  
     放   リハ 病理
     麻   歯   歯外
     内科、循環器内
     科、消化器内科
     、腫瘍内科、腎
     臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4516-08600 吹田市立休日急病診療〒564-0072 06-6339-2271吹田市長　後藤　圭二河野　誠三 平27. 2.22内   小   外  診療所
     (16-68600 ) 所 吹田市出口町１９番２号吹田市立常　勤:    1 移転 歯   現存
     保健センター内 (医       1) 平27. 2.22
     非常勤:    3
     (医       2)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4617-00753 大阪赤十字病院 〒543-8555 06-6774-5111日本赤十字社　社長　坂田　隆造 昭32.10. 1一般       922地域支援
     (17-60753 ) 大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０常　勤:  229近衞　忠煇 新規 精神        42病院
     号 (医     224) 平29.10. 1内   リウ 消  現存
     (歯       5) 循   神内 外  
     非常勤:   49 心外 眼   産婦
     (医      44) 皮   ひ   耳い
     (歯       5) 小   小外 呼内
     呼外 精   整外
     リハ 形外 脳外
     歯   歯外 放  
     麻   救命 臨床
     病理 
     内科、リウ内、
     腎臓内、血液内
     、糖尿病・内分
     泌内、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4717-02155 ＮＴＴ西日本大阪病院〒543-0042 06-6773-7181西日本電信電話株式会前田　恵治 昭60. 4. 1一般 病院
     (17-62155 ) 大阪市天王寺区烏ケ辻二丁目６番常　勤:   79社　代表取締役　村尾 組織変更     一般   341現存
     ４０号 (医      75)　和俊 平30. 4. 1内   精   放  
     (歯       4) 神   外   整外
     非常勤:   47 皮   ひ   眼  
     (医      42) 耳い 婦   麻  
     (歯       5) 心内 歯   歯外
     循   リハ 消  
     矯歯 呼内 病理
     臨床 アレ リウ
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4817-04755 にしみねクリニック 〒543-0002 06-6796-8090西峰　直子 西峰　直子 平26.12. 1内   麻   歯  診療所
     (17-64755 ) 大阪市天王寺区上汐６丁目２－１常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (医       1) 平26.12. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4917-05000 医療法人警和会　大阪〒543-0035 06-6771-6051医療法人警和会　理事越智　 弘 平30. 4. 1一般       580地域支援
     (17-65000 ) 警察病院 大阪市天王寺区北山町１０－３１常　勤:  194長　越智　 弘 継承 内   精   神内病院
     (医     190) 平30. 4. 1呼内 循   小  現存
     (歯       4) 外   整外 形外
     非常勤:   14 眼   脳外 呼外
     (医      11) 心外 皮   ひ  
     (歯       3) 産婦 歯   放  
     耳い リハ 矯歯
     歯外 麻   消  
     病理 救命 
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   5018-03011 慶生会クリニック大阪〒550-0013 06-6533-8118医療法人社団慶生会　矢田　智恵 平19. 9. 1内   歯   診療所
     (18-63011 ) 大阪市西区新町一丁目１８番１４常　勤:    4理事長　浮舟　洋子 新規 現存
     号ＪＳ四ツ橋ビル２階・３階 (医       2) 平25. 9. 1
     (歯       2)
     非常勤:    2
     (医       1)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5118-03201 多根総合病院 〒550-0025 06-6581-1071社会医療法人きつこう丹羽　英記 平23. 3. 1一般 病院
     (18-63201 ) 大阪市西区九条南一丁目１２番２常　勤:   89会　理事長　小川　嘉 移転     一般   304現存
     １号 (医      88)誉 平29. 3. 1内   呼内 循  
     (歯       1) 消   脳内 外  
     非常勤:   57 呼外 こう 小  
     (医      57) 整外 脳外 形外
     皮   ひ   婦  
     耳い リハ 歯  
     麻   放   病理
     臨床 救命 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5219-00353 医療法人仁泉会　阪奈〒574-0014 072-874-1111医療法人　仁泉会　理川瀬　一郎 昭39. 3. 1一般        36病院
     (19-60353 ) 病院 大東市寺川１－１－３１ 常　勤:   10事長　伊泊　大造 新規 療養        57現存
     (医       9) 平30. 3. 1結核       141
     (歯       1) 内   呼   歯  
     非常勤:   19 皮   リハ 放  
     (医      18)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5319-01120 社会医療法人若弘会　〒574-0012 072-869-0116社会医療法人　若弘会錦見　俊雄 昭63. 7. 1療養       500病院
     (19-61120 ) わかくさ竜間リハビリ大東市大字龍間１５８０ 常　勤:   19　理事長　川合　弘高 新規 内   リハ 放  現存
     テーション病院 (医      17) 平24. 7. 1皮   歯   
     (歯       2)
     非常勤:   20
     (医      19)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5420-06622 地方独立行政法人大阪〒558-8558 06-6692-1201地方独立行政法人　大後藤　満一 平18. 4. 1一般       831地域支援
     (20-66622 ) 府立病院機構　大阪急大阪市住吉区万代東三丁目１番５常　勤:  246阪府立病院機構　理事 組織変更 精神        34病院
     性期・総合医療センタ６号 (医     235)長　遠山　正彌 平30. 4. 1内   呼内 消  現存
     ー (歯      11) 神内 形外 外  
     非常勤:  162 呼外 小外 リウ
     (医     156) 整外 精   脳外
     (歯       6) 産   婦   小  
     眼   耳い 皮  
     ひ   循   心外
     救命 放   歯  
     歯外 麻   リハ
     臨床 病理 
     腎内科、消内科
     、糖尿病内分泌
     内科、血液腫瘍
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5522-06172 生活協同組合ヘルスコ〒544-0023 06-6711-3711生活協同組合ヘルスコ三谷　武 平12.12. 1内   ひ   歯  診療所
     (22-66172 ) ープおおさか　田島診大阪市生野区林寺五丁目１２番１常　勤:    4ープおおさか　理事長 移転 小歯 現存
     療所 ８号 (医       1)　水野　俊和 平24.12. 1
     (歯       3)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5623-05776 大阪鉄道病院 〒545-0053 06-6628-2221西日本旅客鉄道株式会上田　祐二 平12.12. 1一般       303病院
     (23-65776 ) 大阪市阿倍野区松崎町一丁目２番常　勤:   54社　代表取締役　来島 移転 消   呼内 循  現存
     ２２号 (医      52)　達夫 平24.12. 1内   神内 皮  
     (歯       2) 放   外   呼外
     非常勤:   47 整外 リハ 婦  
     (医      47) 耳い 眼   精  
     ひ   歯外 病理
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5723-06360 大阪市立大学医学部附〒545-0051 06-6645-2851公立大学法人　大阪市平田　一人 平18. 4. 1一般       934特定機能
     (23-66360 ) 属病院 大阪市阿倍野区旭町一丁目５番７常　勤:  544立大学　理事長　荒川 組織変更 精神        38病院
     号 (医     541)　哲男 平30. 4. 1内   精   神内現存
     (歯       3) 小   外   整外
     非常勤:  584 形外 脳外 心外
     (医     583) 皮   ひ   産婦
     (歯       1) 眼   耳い 放  
     麻   呼内 消  
     循   リウ 呼外
     小外 病理 救命
     歯外 リハ 臨床
     内科：消化器、
     循環器、感染症
     、糖尿病・代謝
     、内分泌
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5824-01435 社会福祉法人　枚方療〒573-0122 072-858-0373社会福祉法人枚方療育渡 　誠 昭44. 5. 1一般       440病院
     (24-61435 ) 育園 枚方市津田東町二丁目１番１号 常　勤:   27園　理事長　山西　博 新規 精神        50現存
     (医      25)道 平29. 5. 1精   内   小  
     (歯       2) 整外 歯   眼  
     非常勤:   30 皮   麻   リハ
     (医      28) 外   放   
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5924-06038 医療法人大潤会　よし〒573-1187 072-890-5200医療法人大潤会　理事髙谷　泰輔 平13. 7. 1内   外   リハ診療所
     (24-66038 ) だ医院 枚方市磯島元町１６番１６号 常　勤:    2長　吉田　潤 組織変更 歯   皮   整外現存
     (医       1) 平25. 7. 1消   
     (歯       1)
     非常勤:    9
     (医       6)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6024-06970 関西医科大学附属病院〒573-1191 072-804-0101学校法人　関西医科大澤田　敏 平18. 1. 1一般       751特定機能
     (24-66970 ) 枚方市新町二丁目３番１号 常　勤:  351学　理事長　山下　敏 移転 内   呼内 循  病院
     (医     349)夫 平30. 4. 1消   心内 神内現存
     (歯       2) 小   精   外  
     非常勤:  193 小外 心外 呼外
     (医     192) 脳外 整外 皮  
     (歯       1) ひ   眼   耳い
     放   産婦 形外
     麻   臨床 病理
     リハ リウ 歯  
     歯外 他   
     糖尿病内科
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   6124-08034 地方独立行政法人大阪〒573-0022 072-847-3261地方独立行政法人　大籠本　孝雄 平25. 4. 1精神       473病院
     (24-68034 ) 府立病院機構　大阪精枚方市宮之阪３丁目１６番２１号常　勤:   35阪府立病院機構　理事 移転 精   小   歯  現存
     神医療センター (医      35)長　遠山　正彌 平25. 4. 1精神科、児童思
     非常勤:   21 春期精神科
     (医      20)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6224-08174 市立ひらかた病院 〒573-1013 072-847-2821枚方市長　伏見　隆 森田　眞照 平26.10. 1一般       327病院
     (24-68174 ) 枚方市禁野本町２丁目１４番１号常　勤:   84 移転 一般（感染） 現存
     (医      80) 平26.10. 1             8
     (歯       4) 内   循   消  
     非常勤:    2 呼内 小   外  
     (医       2) 形外 整外 脳外
     心外 呼外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     歯外 麻   救命
     病理 精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6324-08604 医療法人（社団）有恵〒573-0084 072-853-1181医療法人（社団）有恵赤木　繁夫 平30. 5. 1一般       171病院
     (24-68604 ) 会　香里ヶ丘有恵会病枚方市香里ヶ丘５丁目８番１号 常　勤:   15会　理事長　松本　豊 移転 内   神内 呼内現存
     院 (医      14)一郎 平30. 5. 1消   循   小  
     (歯       1) 外   整外 眼  
     非常勤:   23 皮   リハ 歯  
     (医      19)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6425-01820 医療法人　旭ヶ丘ホリ〒563-0022 0727-62-5085医療法人旭ケ丘ホリク堀　正治 昭55. 2. 1外   整外 脳外診療所
     (25-61820 ) クリニック 池田市旭丘二丁目１０番２号 常　勤:    2リニック　理事長　堀 新規 内   皮   リハ現存
     (医       1)　正治 平28. 7. 1歯   
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6526-02909 門真市保健福祉センタ〒571-0064 06-6904-6500門真市長　宮本　一孝谷沢　洋 平12. 7. 1内   小   歯  診療所
     (26-62909 ) ー診療所 門真市御堂町１４番１号 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       1)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6626-03923 社会医療法人蒼生会　〒571-0023 072-885-1711社会医療法人蒼生会　南　龍也 平29. 7. 1一般 病院
     (26-63923 ) 蒼生病院 門真市大字横地５９６番地 常　勤:   15理事長　阪本　弘彦 移転     一般   150現存
     (医      14) 平29. 7. 1内   呼内 循  
     (歯       1) 消   神内 外  
     非常勤:   62 こう 整外 皮  
     (医      59) ひ   形外 麻  
     (歯       3) リウ 放   リハ
     歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6727-02063 医療法人　港南会　金〒551-0023 06-6555-0161医療法人　港南会　理金城　康夫 平12. 7. 1一般        19診療所
     (27-62063 ) 城外科脳神経外科 大阪市大正区鶴町一丁目４番６号常　勤:    2事長　金城　康夫 組織変更 外   胃   循  現存
     (医       1) 平24. 7. 1内   整外 脳外
     (薬       1) リハ 放   歯  
     非常勤:   10 歯外 
     (医       6)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6827-02634 大阪きづがわ医療福祉〒551-0003 06-6554-1197大阪きづがわ医療福祉鈴木　昇平 平28. 7. 1内   小   整外診療所
     (27-62634 ) 生活協同組合　たいし大阪市大正区千島１丁目２０番１常　勤:    4生活協同組合　理事長 移転 リハ 歯   歯外現存
     ょう生協診療所 ２号 (医       1)　別所　義正 平28. 7. 1小歯 矯歯 
     (歯       3)
     非常勤:   14
     (医      13)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6928-02145 ラヴィータ診療所 〒554-0002 06-6463-6546社会福祉法人ラヴィー山﨑　満夫 平16. 5. 1内   歯   診療所
     (28-62145 ) 大阪市此花区伝法六丁目５番１２常　勤:    1タ　理事長　濵田　三 新規 現存
     号 (医       1)作男 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7030-07579 医療法人蓮華友愛会　〒533-0032 06-6325-0212医療法人蓮華友愛会　矢本　真城 平28. 1. 1内   歯   診療所
     (30-67579 ) 矢本診療所 大阪市東淀川区淡路４－７－９ベ常　勤:    1理事長　北山　恵三 組織変更 現存
     ンセドール淡路４階 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       3)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7132-00703 関西医科大学総合医療〒570-0074 06-6992-1001学校法人　関西医科大杉浦　哲朗 昭60.10. 1一般       438病院
     (32-60703 ) センター 守口市文園町１０番１５号 常　勤:  197学　理事長　山下　敏 その他 精神        39現存
     (医     197)夫 平24.10. 1内   呼内 循  
     非常勤:  111 消   小   外  
     (医     109) 心外 呼外 脳外
     (歯       2) 整外 形外 皮  
     ひ   眼   耳い
     放   産婦 臨床
     病理 リハ 神内
     精   救命 リウ
     麻   歯   歯外
     外科：血管、乳
     腺、肝、胆、膵
     、頭頸部、消化
     器
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7232-02600 松下記念病院 〒570-0096 06-6992-1231パナソニック健康保険山根　哲郎 昭61. 4. 1一般       323地域支援
     (32-62600 ) 守口市外島町５番５５号 常　勤:  103組合　理事長　佐藤　 移転 内   呼内 消  病院
     (医      96)基嗣 平28. 4. 1循   神内 精  現存
     (薬       7) 外   呼外 脳外
     非常勤:   86 整外 リハ 小  
     (医      80) 産婦 皮   ひ  
     (歯       6) 眼   耳い 麻  
     歯外 救命 臨床
     病理 放   
     糖尿病・内分泌
     内科、血液内科
     、消内、循内、
     消外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7333-01543 一般社団法人　津守病〒557-0062 06-6659-6651一般社団法人　津守病前田　拓郎 昭32.10. 1療養        80病院
     (33-61543 ) 院 大阪市西成区津守三丁目５番１８常　勤:    2院　理事長　前田　純 新規 内   外   歯  現存
     号 (医       1)三 平29.10. 1
     (歯       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7433-04430 社会福祉法人枚方療育〒557-0063 06-6656-7001社会福祉法人　枚方療鈴木　有朋 平 3. 8. 1内   精   整外診療所
     (33-64430 ) 園　ビアンエトール恭大阪市西成区南津守一丁目４番７常　勤:    2育園　理事長　山西　 新規 歯   現存
     愛附属診療所 号 (医       1)博道 平24. 8. 1
     (歯       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
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   7533-05296 すずらん診療所 〒557-0024 06-6563-6563社会福祉法人　ヒュー阪本　寛之 平11. 6. 1内   整外 精  診療所
     (33-65296 ) 大阪市西成区出城二丁目４番１０常　勤:    1マンライツ福祉協会　 新規 歯   現存
     号 (医       1)理事長　摺木　利幸 平29. 6. 1
     非常勤:    6
     (医       4)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7634-01624 藤井寺市立保健センタ〒583-0033 0729-39-7194藤井寺市長　國下　和藤本　恭平 昭61. 5. 1内   小   歯  診療所
     (34-61624 ) ー 藤井寺市小山９丁目４番３３号 常　勤:    1男 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7734-02119 医療法人ラポール会　〒583-0014 0729-53-1211医療法人　ラポール会牧野　泰博 平 9. 7. 1一般        50病院
     (34-62119 ) 青山病院 藤井寺市野中四丁目１６番２５号常　勤:   13　理事長　牧野　泰博 組織変更 療養        75療養病床
     (医      11) 平24. 7. 1内   消   外  現存
     (歯       2) 脳外 ひ   整外
     非常勤:   32 皮   耳い リハ
     (医      27) 放   歯   小歯
     (歯       5) 歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7836-01322 交野市立健康増進セン〒576-0034 072-891-8124交野市長　黒田　実 尼子　隆章 平 4. 6. 1内   小   歯  診療所
     (36-61322 ) ター　休日診療所 交野市天野が原町五丁目５番１号常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:   71
     (医      38)
     (歯      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7937-01643 医療法人千里厚生会　〒566-0001 06-6388-0026医療法人千里厚生会　藤澤　義範 平16. 8. 1一般        89病院
     (37-61643 ) 千里丘中央病院 摂津市千里丘一丁目１１番３１号常　勤:    5理事長　藤澤　義範 組織変更 内   外   整外現存
     (医       3) 平28. 8. 1呼   消   循  
     (歯       2) 神内 皮   ひ  
     非常勤:   36 放   リハ 歯外
     (医      35) 歯   小歯 
     (歯       1) 内科：呼吸器、
     消化器、循環器
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8038-01096 羽曳野市立保健センタ〒583-0857 072-956-1000大阪府羽曳野市長　北調子　和則 昭62. 6. 1内   小   歯  診療所
     (38-61096 ) ー 羽曳野市誉田四丁目２番３号 常　勤:    3川　嗣雄 移転 現存
     (医       3) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8138-01583 医療法人　愛幸会　天〒583-0876 072-939-8561医療法人　愛幸会　理寺本　睦 平 9. 1. 1一般        41病院
     (38-61583 ) 仁病院 羽曳野市伊賀１１番地の１ 常　勤:    6事長　天野　浩嗣 組織変更 療養       112現存
     (医       4) 平30. 1. 1内   外   整外
     (歯       2) 消   呼内 循  
     非常勤:   13 神内 リハ 皮  
     (医      13) 歯   歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8238-02094 地方独立行政法人　大〒583-8588 072-957-2121地方独立行政法人　大太田　三徳 平18. 4. 1一般       360病院
     (38-62094 ) 阪府立病院機構　大阪羽曳野市はびきの三丁目７番１号常　勤:   73阪府立病院機構　理事 組織変更 結核        60現存
     はびきの医療センター (医      72)長　遠山　正彌 平30. 4. 1一般（感染）
     (歯       1)              6
     非常勤:   46 内   呼   消  
     (医      46) 循   アレ 小  
     外   眼   呼外
     皮   産婦 放  
     耳い 歯   麻  
     リハ 病理 臨床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8340-01209 社会医療法人北斗会　〒561-0803 06-6865-1211社会医療法人　北斗会澤　温 昭32.10. 1精神       455病院
     (40-61209 ) さわ病院 豊中市城山町一丁目９番１号 常　勤:   26　理事長　澤　温 新規 精   神   歯  現存
     (医      25) 平29.10. 1内   外   
     (歯       1)
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8440-02959 医療法人豊済会　小曽〒561-0814 06-6332-0135医療法人豊済会　理事西元　善幸 昭40. 1. 1精神       557病院
     (40-62959 ) 根病院 豊中市豊南町東二丁目６番４号 常　勤:   15長　中川　泰洋 組織変更 精   内   歯  現存
     (医      14) 平28. 1. 1
     (歯       1)
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8540-05176 一般財団法人　豊中市〒560-0012 06-6848-1661一般財団法人豊中市医澤村　昭彦 昭52. 1. 1内   小   歯  診療所
     (40-65176 ) 医療保健センター診療豊中市上野坂二丁目６番１号 常　勤:    1療保健センター　理事 現存
     所 (医       1)長職務代理者　副理事 平28. 1. 1
     長　直川　俊彦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8640-06331 豊中市立庄内保健セン〒561-0826 06-6332-8558豊中市長　淺利　敬一上田　卓也 昭60. 4. 1内   小   歯  診療所
     (40-66331 ) ター 豊中市島江町一丁目３番１４－１常　勤:    1郎 現存
     ０１号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8740-10978 医療法人篤友会　関西〒560-0054 06-6857-7756医療法人篤友会　理事坂本　知三郎 平17. 8. 1一般       144病院
     (40-70978 ) リハビリテーション病豊中市桜の町三丁目１１番１号 常　勤:   12長　坂本　勇二郎 新規 リハ 内   循  現存
     院 (医      11) 平29. 8. 1歯   
     (歯       1)
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8841-02734 社会医療法人行岡医学〒530-0021 06-6371-9921社会医療法人　行岡医行岡　正雄 昭32.10. 1一般       235病院
     (41-62734 ) 研究会　行岡病院 大阪市北区浮田二丁目２番３号 常　勤:   39学研究会　理事長　行 新規 療養       112現存
     (医      37)岡　正雄 平29.10. 1整外 内   外  
     (歯       2) 精   心内 脳外
     非常勤:   49 リウ 皮   ひ  
     (医      47) 眼   耳い リハ
     (歯       2) 放   歯   歯外
     麻   消   小  
     救命 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8941-07535 一般財団法人　住友病〒530-0005 06-6443-1261一般財団法人　住友病松沢　佑次 平12. 9. 1一般       499病院
     (41-67535 ) 院 大阪市北区中之島五丁目３番２０常　勤:  156院　理事長　森川　敏 移転 内   透析 循  現存
     号 (医     155)雄 平24. 9. 1消   呼内 神内
     (歯       1) 精   外   心外
     非常勤:   93 呼外 整外 婦  
     (医      91) 小   眼   耳い
     (歯       2) 皮   ひ   形外
     放   麻   リハ
     歯   病理 脳外
     救命 リウ 美外
     放射線科、放射
     線診断科、放射
     線治療科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9041-10844 リセリングクリニック〒530-0042 06-6881-1605久保　青美 久保　青美 平26. 8. 1皮   内   歯  診療所
     (41-70844 ) 大阪市北区天満橋１丁目８番４０常　勤:    1 組織変更 現存
     号帝国ホテルプラザ２階 (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9142-01064 医療法人恒昭会　藍野〒567-0011 072-627-7611医療法人恒昭会　理事杉野　正一 昭41. 2. 1一般       225病院
     (42-61064 ) 病院 茨木市高田町１１番１８号 常　勤:   47長　小山　郁夫 療養       144現存
     (医      46) 平29. 2. 1精神       600
     (歯       1) 内   精   神内
     非常勤:   68 小   外   整外
     (医      64) 形外 眼   脳外
     (歯       4) 皮   ひ   婦  
     放   耳い リハ
     歯   麻   病理
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9242-02450 茨木市保健医療センタ〒567-0031 0726-25-6685一般財団法人茨木市保西部　俊三 昭52.12. 1一般         5診療所
     (42-62450 ) ー附属急病診療所 茨木市春日三丁目１３番５号 常　勤:    3健医療センター　理事 内   歯   現存
     (医       3)長　河井　豊 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9342-02724 友紘会総合病院 〒567-0059 0726-41-2488林　豊行 林　豊行 昭55. 5. 1一般       169病院
     (42-62724 ) 茨木市清水一丁目３４番１号 常　勤:   17 新規 療養       109現存
     (医      14) 平28. 5. 1内   外   整外
     (歯       3) 眼   耳い 脳外
     非常勤:   57 産婦 ひ   皮  
     (医      55) リハ 放   歯  
     (歯       2) 矯歯 歯外 小歯
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9442-02898 特別養護老人ホーム茨〒568-0097 0726(49)4000社会福祉法人天王福祉玉井　義朗 昭57. 8. 1内   外   歯  診療所
     (42-62898 ) 木莊内診療所 茨木市泉原３７－６ 常　勤:    1会　理事長　柴田　善 現存
     (医       1)史 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9542-03003 医療法人恒昭会　藍野〒567-0017 072-641-4100医療法人恒昭会　理事清水　信夫 昭59. 3. 1精神       606病院
     (42-63003 ) 花園病院 茨木市花園二丁目６番１号 常　勤:    9長　小山　郁夫 新規 精   内   リハ現存
     (医       9) 平29. 3. 1歯   
     非常勤:   37
     (医      31)
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9642-06089 医療法人友紘会　彩都〒567-0085 072-641-6898医療法人友紘会　理事中村　仁信 平19. 9. 1一般       204病院
     (42-66089 ) 友紘会病院 茨木市彩都あさぎ七丁目２番１８常　勤:   15長　林　豊行 新規 内   外   消  現存
     号 (医      14) 平25. 9. 1整外 脳外 ひ  
     (歯       1) 婦   放   耳い
     非常勤:   44 精   歯外 
     (医      43)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9742-07012 医療法人医泉会　かし〒567-0877 072-622-3355医療法人医泉会　理事鹿島　祥隆 平28. 7. 1内   呼   アレ診療所
     (42-67012 ) まクリニック 茨木市丑寅二丁目１番６号天王医常　勤:    2長　鹿島　祥隆 新規 リハ 歯   現存
     療ビル２階 (医       1) 平28. 7. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9842-07368 医療法人警和会　北大〒567-0052 072-643-6921医療法人警和会　理事山元　哲雄 平30. 4. 1一般       145病院
     (42-67368 ) 阪警察病院 茨木市室山一丁目２番２号 常　勤:   22長　越智　 弘 継承 療養       135現存
     (医      20) 平30. 4. 1内   外   整外
     (歯       2) 神内 精   心内
     非常勤:   39 眼   耳い ひ  
     (医      39) 放   歯外 脳外
     消   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9944-03678 社会医療法人大道会　〒536-0023 06-6962-3131社会医療法人大道会　荒井　洋 昭57. 6. 1一般        98病院
     (44-63678 ) ボバース記念病院 大阪市城東区東中浜一丁目６番５常　勤:   13理事長　大道　道大 新規 リハ 神内 整外現存
     号 (医       9) 平30. 6. 1小   歯   小歯
     (歯       3) 歯外 
     (薬       1)
     非常勤:   30
     (医      26)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10044-05723 社会医療法人大道会　〒536-0025 06-6969-0111社会医療法人大道会　大道　道大 平18. 4. 1一般       355病院
     (44-65723 ) 森之宮病院 大阪市城東区森之宮二丁目１番８常　勤:   49理事長　大道　道大 移転 内   循   呼内現存
     ８号 (医      46) 平30. 4. 1消   小   外  
     (歯       3) 形外 整外 心外
     非常勤:   61 ひ   放   麻  
     (医      59) 神内 リハ 救命
     (歯       2) 歯   小歯 歯外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10145-01562 清光会付属診療所 〒598-0023 072-459-7613社会福祉法人清光会　香川　潔 平 6. 5. 1内   精   外  診療所
     (45-61562 ) 泉佐野市大木２２４７－１ 常　勤:    1理事長　田端　誉富 新規 歯   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       2)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10245-02438 りんくう総合医療セン〒598-0048 072-469-3111地方独立行政法人りん八木原　俊克 平23. 4. 1一般       378地域支援
     (45-62438 ) ター 泉佐野市りんくう往来北２番地の常　勤:  113くう総合医療センター 組織変更 一般（感染） 病院
     ２３ (医     111)　理事長　八木原　俊 平29. 4. 1            10現存
     (歯       2)克 内   神内 呼内
     非常勤:   30 消   循   小  
     (医      28) 外   整外 形外
     (歯       2) 眼   脳外 呼  
     皮   ひ   産婦
     放   耳い リハ
     歯   歯外 麻  
     救命 病理 
     救急
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10347-00016 大阪府豊能郡豊能町国〒563-0219 072-739-0004豊能町長　池田　勇夫谷口　守 昭32. 7. 1内   歯   診療所
     (47-60016 ) 民健康保険診療所 豊能郡豊能町余野６１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    7
     (医       6)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10448-01913 医療法人徳洲会　松原〒580-0032 0723-34-3400医療法人徳洲会　理事吉田　毅 平10. 5. 1一般       189病院
     (48-61913 ) 徳洲会病院 松原市天美東七丁目１３番２６号常　勤:   36長　鈴木　隆夫 移転 内   心内 神内現存
     (医      29) 平28. 5. 1呼   気食 消  
     (歯       7) 循   アレ 外  
     非常勤:  132 整外 形外 脳外
     (医     130) 心外 呼外 皮  
     (歯       2) ひ   眼   耳い
     歯   歯外 こう
     リハ 放   婦  
     麻   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10549-00483 一般財団法人成研会　〒584-0055 0721-34-1101一般財団法人　成研会真木　修一 昭44.10. 1療養        60病院
     (49-60483 ) 結のぞみ病院 富田林市伏見堂９５ 常　勤:    6　理事長　利森　幸子 組織変更 精神       352現存
     (医       6) 平29.10. 1内   精   神  
     非常勤:   12 リハ 心内 歯  
     (医       9)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10649-01788 社会福祉法人　四天王〒584-0082 0721-29-0836社会福祉法人　四天王塩川　智司 平13. 5. 1一般       100病院
     (49-61788 ) 寺福祉事業団　四天王富田林市向陽台一丁目３番２１号常　勤:    6寺福祉事業団　理事長 新規 小   内   歯  現存
     寺和らぎ苑 (医       4)　瀧藤　尊淳 平25. 5. 1
     (歯       2)
     非常勤:    9
     (医       8)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10749-02034 医療法人　宝生会　Ｐ〒584-8585 0721-24-3100医療法人　宝生会　理橋本　清保 平18. 4. 1一般       323病院
     (49-62034 ) Ｌ病院 富田林市大字新堂２２０４番地 常　勤:   77事長　橋本　清保 移転 療養        47現存
     (医      75) 平30. 4. 1内   呼内 循  
     (歯       2) 消   神内 小  
     非常勤:   94 外   整外 産婦
     (医      93) ひ   眼   皮  
     (歯       1) 形外 耳い リハ
     放   精   麻  
     脳外 歯   病理
     小外 歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10849-02083 すくよか 〒584-0054 0721-34-2201社会福祉法人大阪府障田中　康博 平19. 4. 1精神       110病院
     (49-62083 ) 富田林市大字甘南備２１６番地 常　勤:    6害者福祉事業団　理事 新規 内   精   循  現存
     (医       6)長　久保田　全孝 平25. 4. 1小   外   整外
     非常勤:   59 婦   耳い リハ
     (医      55) 歯   
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10949-02331 富田林市立保健センタ〒584-0082 0721-28-5520大阪府富田林市長　多堀野　俊男 平24. 2. 1内   小   歯  診療所
     (49-62331 ) ー 富田林市向陽台一丁目３番３５号常　勤:    1田　利喜 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11050-05779 東大阪市休日急病診療〒578-0947 06-6789-1121東大阪市長　野田　義中西　忍 昭57. 6. 1内   歯   小  診療所
     (50-65779 ) 所 東大阪市西岩田４－４－３８ 常　勤:    5和 現存
     (医       5) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11150-06181 東大阪市長瀬診療所 〒577-0832 06-6736-3791東大阪市長瀬診療所運新井　賢 昭61. 3. 1内   小   歯  診療所
     (50-66181 ) 東大阪市長瀬町三丁目１番４８号常　勤:    4営委員会　委員長代行 新規 現存
     (医       1)　新井　賢 平28. 3. 1
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11250-13617 地方独立行政法人　市〒578-8588 06-6781-5101地方独立行政法人市立辻井　正彦 平28.10. 1一般       547地域支援
     (50-73617 ) 立東大阪医療センター東大阪市西岩田三丁目４番５号 常　勤:  123東大阪医療センター　 組織変更 内   呼内 循  病院
     (医     119)理事長　谷口　和博 平28.10. 1消   神内 皮  現存
     (歯       4) 小   精   外  
     非常勤:   16 呼外 小外 ひ  
     (医      15) 脳外 整外 形外
     (歯       1) 眼   耳い 産婦
     リハ 放   麻  
     病理 歯   歯外
     臨床 心外 救命
     内科、循環器内
     科、消化器内科
     、外科、消化器
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11350-13666 東大阪市立障害児者支〒578-0984 072-975-5703東大阪市　東大阪市長勝山　真介 平29. 4. 1一般 診療所
     (50-73666 ) 援センター内診療所 東大阪市菱江五丁目２番３４号 常　勤:    3　野田　義和 新規     一般     9現存
     (医       3) 平29. 4. 1整外 リハ 精  
     非常勤:   10 歯   
     (医       2)
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11452-04364 大阪市立総合医療セン〒534-0021 06-6929-1221地方独立行政法人大阪瀧藤　伸英 平26.10. 1一般       975地域支援
     (52-64364 ) ター 大阪市都島区都島本通２丁目１３常　勤:  407市民病院機構　理事長 組織変更 一般（感染） 病院
     －２２ (医     401)　瀧藤　伸英 平26.10. 1            33現存
     (歯       6) 精神        55
     非常勤:   57 内   精   神内
     (医      53) 呼   消   循  
     (歯       4) 小   外   整外
     形外 脳外 呼外
     心外 小外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   歯外 病理
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11553-00378 医療法人微風会　浜寺〒592-0003 072-261-2664医療法人　微風会　理木岡　哲郎 昭32.10. 1精神       694病院
     (53-60378 ) 病院 高石市東羽衣七丁目１０番３９号常　勤:   22事長　野木　渡 新規 精   内   歯  現存
     (医      20) 平29.10. 1
     (歯       1)
     (薬       1)
     非常勤:    6
     (医       4)
     (歯       2)
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  11655-00704 医療法人清心会　八尾〒581-0025 072-949-5181医療法人　清心会　理柏井　洋平 昭32.10. 1精神       456病院
     (55-60704 ) こころのホスピタル 八尾市天王寺屋六丁目５９番地 常　勤:   13事長　山本　幸良 新規 精   神内 心内現存
     (医      13) 平29.10. 1歯   
     非常勤:    9
     (医       6)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11755-03997 医療法人　松田クリニ〒581-0868 0729-97-1234医療法人松田クリニッ松田　和彦 平 3. 7. 1一般    診療所
     (55-63997 ) ック 八尾市西山本町一丁目６番１４号常　勤:    3ク　理事長　松田　和 組織変更 外   内   整外現存
     (医       3)彦 平24. 7. 1消   循   リウ
     非常勤:    2 リハ 放   歯  
     (医       1)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11855-04573 社会医療法人医真会　〒581-0036 0729-48-2500社会医療法人医真会　松村　 庸 平 7. 8. 1一般       301病院
     (55-64573 ) 医真会八尾総合病院 八尾市沼一丁目４１番地 常　勤:   28理事長　松村　 庸 組織変更 内   神内 消  現存
     (医      27) 平28. 8. 1循   小   外  
     (歯       1) 整外 脳外 心外
     非常勤:   22 皮   ひ   眼  
     (医      21) 耳い リハ 放  
     (歯       1) 歯   矯歯 形外
     歯外 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11955-05885 社会医療法人医真会　〒581-0036 0729-48-0708社会医療法人医真会　栁農　浩右 平16.12. 1内   消   外  診療所
     (55-65885 ) 医真会総合クリニック八尾市沼一丁目６８番地６４ 常　勤:    2理事長　松村　 庸 新規 神内 循   心外現存
     ス (医       2) 平28.12. 1整外 脳外 形外
     非常勤:   62 皮   ひ   耳い
     (医      60) 眼   小   歯  
     (歯       2) 矯歯 歯外 婦  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12055-06396 医療法人徳洲会　八尾〒581-0011 072-993-8501医療法人　徳洲会　理原田　博雅 平21. 8. 1一般       415病院
     (55-66396 ) 徳洲会総合病院 八尾市若草町１番１７号 常　勤:   85事長　鈴木　隆夫 移転 内   呼内 循  現存
     (医      82) 平27. 8. 1消   神内 心内
     (歯       3) リウ 透析 皮  
     非常勤:  126 小   救命 放  
     (医     124) 外   呼外 整外
     (歯       2) 脳外 心外 眼  
     形外 ひ   麻  
     歯   歯外 耳い
     婦   リハ 病理
     美外 小外 精  
     内科、循環器内
     科、消化器内科
     、糖尿病・代謝
     内科・
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12157-00676 医療法人　和幸会　阪〒575-0014 0743-78-1188医療法人　和幸会　理栗岡　政典 昭42. 2. 1療養        48病院
     (57-60676 ) 奈サナトリウム 四條畷市上田原６１３番地 常　勤:    7事長　栗岡　隆顕 新規 精神       213現存
     (医       5) 平30. 2. 1精   心内 内  
     (歯       2) 歯   
     非常勤:   10
     (医       9)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12260-00613 耳原総合病院 〒590-8505 072-241-0501社会医療法人同仁会　奥村　伸二 平27. 4. 1一般       386地域支援
     (60-60613 ) 堺市堺区協和町四丁４６５ 常　勤:   86理事長　斉藤　和則 移転 内   精   神内病院
     (医      84) 平27. 4. 1小   外   整外現存
     (歯       2) 脳外 心外 皮  
     非常勤:   63 ひ   産婦 眼  
     (医      59) 耳い 放   麻  
     (歯       4) 循   消   呼外
     呼内 リハ 病理
     歯外 救命 
     循環器内科、消
     化器内科、消化
     器外科、小児精
     神科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12360-00662 社会医療法人清恵会　〒590-0064 072-223-8199社会医療法人清恵会　北岡　治子 平27.10. 1一般       286病院
     (60-60662 ) 清恵会病院 堺市堺区南安井町１丁１番１号 常　勤:   54理事長　佐野　記久子 移転 療養        50現存
     (医      53) 平27.10. 1内   呼   循  
     (歯       1) 消   神内 外  
     非常勤:   39 心外 小   産婦
     (医      37) 脳外 整外 眼  
     (歯       2) ひ   形外 放  
     麻   耳い 歯外
     皮   精   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12461-00363 堺温心会病院 〒599-8273 072-278-2461医療法人恵泉会　理事正木　浩喜 平27.10. 1一般        95病院
     (61-60363 ) 堺市中区深井清水町２１４０番地常　勤:   12長　武久　洋三 組織変更 療養        94現存
     の１ (医      11) 平27.10. 1内   循   消  
     (歯       1) リウ 眼   外  
     非常勤:   39 整外 脳外 ひ  
     (医      39) 皮   放   リハ
     歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12563-00237 医療法人都健幸会　石〒592-8333 072-280-1166医療法人都健幸会　理西口　貴司 平21. 8. 1内   歯   精  診療所
     (63-60237 ) 津川クリニック 堺市西区浜寺石津町西二丁１番９常　勤:    1事長　杉原　恒臣 新規 皮   現存
     号 (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:   15
     (医       9)
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12663-00583 堺市立総合医療センタ〒593-8304 072-272-1199地方独立行政法人　堺花房　俊昭 平27. 7. 1一般       480地域支援
     (63-60583 ) ー 堺市西区家原寺町１丁１番１号 常　勤:  196市立病院機構　理事長 移転 一般（感染） 病院
     (医     194)　門田　守人 平27. 7. 1             7現存
     (歯       2) 内   消   循  
     非常勤:    6 呼内 神内 外  
     (医       6) 心外 脳外 整外
     形外 産婦 小  
     眼   耳い 皮  
     ひ   歯外 放  
     麻   臨床 病理
     リハ 救命 
     内科、消化器内
     科、循環器内科
     、腎臓・代謝内
     科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12791-05187 子供の城療育クリニッ〒532-0011 06-6304-5661一般財団法人　子供の安藤　忠 昭56.10. 1精   小   整外診療所
     (91-65187 ) ク 大阪市淀川区西中島五丁目６番６常　勤:    1城協会　代表理事　安 新規 小歯 現存
     号公文教育会館６階 (医       1)藤　忠 平29.10. 1
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  12891-07662 大阪回生病院 〒532-0003 06-6393-6234株式会社　互恵会　代佐藤　文平 平17.12. 1一般       300病院
     (91-67662 ) 大阪市淀川区宮原一丁目６番１０常　勤:   62表取締役　佐藤　文平 移転 内   精   神内現存
     号 (医      59) 平29.12. 1呼内 消   循  
     (歯       3) 外   整外 形外
     非常勤:   15 眼   脳外 皮  
     (医      15) ひ   婦   放  
     耳い リハ 麻  
     歯外 リウ 病理
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12992-04394 生活協同組合ヘルスコ〒538-0053 06-6914-1100生活協同組合ヘルスコ西上　喜房 平14.12. 1一般       166病院
     (92-64394 ) ープおおさか　コープ大阪市鶴見区鶴見三丁目６番２２常　勤:   15ープおおさか　理事長 移転 内   循   消  現存
     おおさか病院 号 (医      13)　水野　俊和 平26.12. 1呼内 心内 外  
     (歯       2) こう 整外 ひ  
     非常勤:   31 リウ 婦   皮  
     (医      31) 小   眼   精  
     神内 麻   リハ
     放   歯   
     内科、循環器内
     科、消化器内科
     、消化器外科、
     肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13093-00119 近畿大学医学部附属病〒589-8511 0723-66-0221学校法人　近畿大学　東田　有智 昭50. 5. 1一般       919特定機能
     (93-60119 ) 院 大阪狭山市大野東３７７番地の２常　勤:  424理事長　清水　由洋 新規 精神        10病院
     (医     405) 平24.10. 1内   循   消  現存
     (歯       7) 神内 呼内 心内
     (薬      12) 精   小   外  
     非常勤:  204 小外 脳外 心外
     (医     195) 整外 皮   ひ  
     (歯       9) 眼   耳い 産婦
     放   麻   形外
     リハ 歯   矯歯
     歯外 病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13193-00473 医療法人六三会　大阪〒589-0032 0723-65-0181医療法人　六三会　理阪本　栄 平 3.10. 1精神       279病院
     (93-60473 ) さやま病院 大阪狭山市岩室三丁目２１６－１常　勤:    8事長　阪本　栄 組織変更 精   心内 内  現存
     (医       5) 平24.10. 1歯   
     (薬       3)
     非常勤:   18
     (医      15)
     (歯       1)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13293-00531 医療法人恒尚会　兵田〒589-0036 072-366-2345医療法人恒尚会　理事兵田　恒 平 7. 2. 1療養        81病院
     (93-60531 ) 病院 大阪狭山市山本東１３９４－１ 常　勤:    3長　兵田　暁 組織変更 麻   外   内  療養病床
     (医       2) 平28. 2. 1整外 リハ リウ現存
     (歯       1) 放   歯   
     非常勤:   42
     (医      29)
     (歯      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13393-00838 医療法人恒昭会　青葉〒589-0004 072-365-3821医療法人　恒昭会　理小山　郁夫 平17.12. 1一般        54病院
     (93-60838 ) 丘病院 大阪狭山市東池尻一丁目２１９８常　勤:   15事長　小山　郁夫 移転 療養       270現存
     番１ (医      14) 平29.12. 1精神       357
     (歯       1) 内   精   放  
     非常勤:   46 リハ 整外 歯  
     (医      46) 神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13494-00752 大阪国税局診療所 〒540-8541 06-6941-5331財務省共済組合大阪国中　宣敬 昭49.11. 1内   神   歯  診療所
     (94-60752 ) 大阪市中央区大手前一丁目５番６常　勤:    4税局支部　支部長　橋 新規 現存
     ３号大阪合同庁舎第３号館４階 (医       3)本　元秀 平28.11. 1
     (薬       1)
     非常勤:   16
     (医      11)
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13594-01131 大阪ニット健康保険組〒541-0056 06-6243-1048大阪ニット健康保険組 田　辰子 昭60. 5. 1内   歯   診療所
     (94-61131 ) 合保健医療センター 大阪市中央区久太郎町三丁目１番常　勤:    3合　理事長　水本　惠 移転 現存
     ６号 (医       2)造 平30. 5. 1
     (歯       1)
     非常勤:    7
     (医       4)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13694-03863 国家公務員共済組合連〒540-0008 06-6949-6463国家公務員共済組合連大口　善郎 平 5. 2. 1内   歯   診療所
     (94-63863 ) 合会　大阪合同庁舎第大阪市中央区大手前四丁目１番７常　勤:    8合会　理事長　松元　 移転 現存
     ４号館大手前病院診療６号大阪合同庁舎第４号館 (医       8)崇 平29. 2. 1
     所 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13794-09506 地方独立行政法人大阪〒541-8567 06-6945-1181地方独立行政法人　大松浦　成昭 平29. 3.25一般       500特定機能
     (94-69506 ) 府立病院機構　大阪国大阪市中央区大手前３丁目１番６常　勤:  187阪府立病院機構　理事 移転 内   消   呼内病院
     際がんセンター ９号 (医     186)長　遠山　正彌 平29. 3.25外   呼外 脳外現存
     (歯       1) 整外 婦   ひ  
     非常勤:   34 形外 精   放  
     (医      31) 循   脳内 心外
     (歯       3) 眼   臨床 病理
     麻   リハ 皮  
     歯   歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13895-00742 医療法人都健幸会　都〒599-0236 072-476-1133医療法人都健幸会　理漆原　幸雄 平22. 5. 1内   外   整外診療所
     (95-60742 ) 健幸会クリニック 阪南市桃の木台八丁目４２３番３常　勤:    4事長　杉原　恒臣 新規 歯   小   消  現存
     ２ (医       3) 平28. 5. 1神内 精   心内
     (歯       1) リハ 皮   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13996-00021 独立行政法人地域医療〒553-0003 06-6441-5451独立行政法人地域医療山崎　芳郎 昭32.11. 1一般       565地域支援
     (96-60021 ) 機能推進機構　大阪病大阪市福島区福島四丁目２番７８常　勤:  198機能推進機構　理事長 新規 整外 形外 リハ病院
     院 号 (医     195)　尾身　茂 平29.11. 1外   脳外 内  現存
     (歯       3) 循   皮   ひ  
     非常勤:  119 産婦 眼   耳い
     (医     118) 小   精   神  
     (歯       1) 神内 放   麻  
     心外 歯   歯外
     リウ 消   呼  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14096-00039 独立行政法人　地域医〒573-0013 072-840-2641独立行政法人　地域医中島　充 昭33.10. 1一般       580地域支援
     (96-60039 ) 療機能推進機構　星ヶ枚方市星丘四丁目８番１号 常　勤:  104療機能推進機構　理事 新規 内   精   神  病院
     丘医療センター (医     103)長　尾身　茂 平24.10. 1呼内 消   循  現存
     (歯       1) 小   外   整外
     非常勤:   84 形外 脳外 呼外
     (医      82) 皮   ひ   産婦
     (歯       2) 眼   耳い 放  
     麻   リハ 歯  
     歯外 救命 臨床
     病理 心外 
     内科、消化器内
     科、循環器内科
     、脳神経内科、
     糖尿病内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14196-00054 国家公務員共済組合連〒573-0153 072-858-8233国家公務員共済組合連野原　隆司 昭32.10. 1一般       313地域支援
     (96-60054 ) 合会　枚方公済病院 枚方市藤阪東町一丁目２番１号 常　勤:   56合会　理事長　松元　 新規 内   循   消  病院
     (医      53)崇 平29.10. 1呼内 神内 リウ現存
     (歯       3) 小   皮   外  
     非常勤:   53 小外 こう 整外
     (医      53) 心外 ひ   眼  
     耳い 放   リハ
     歯外 麻   救命
     精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14296-00070 社会福祉法人恩賜財団〒530-0012 06-6372-0333社会福祉法人恩賜財団川嶋　成乃亮 昭32.10. 1一般       679地域支援
     (96-60070 ) 　大阪府済生会中津病大阪市北区芝田二丁目１０番３９常　勤:  202済生会支部大阪府済生 新規 療養        33病院
     院 号 (医     196)会　支部長　岡上　武 平29.10. 1内   外   整外現存
     (歯       6) 眼   産婦 小  
     非常勤:   14 耳い 皮   ひ  
     (医      14) 麻   形外 心外
     脳外 精   脳内
     歯   歯外 リハ
     呼外 呼   消  
     循   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14396-00153 社会福祉法人恩賜財団〒564-0013 06-6382-1521社会福祉法人恩賜財団黒川　正夫 平10. 5. 1一般       500地域支援
     (96-60153 ) 　大阪府済生会吹田病吹田市川園町１番２号 常　勤:  133済生会支部大阪府済生 移転 内   精   神内病院
     院 (医     132)会　支部長　岡上　武 平28. 5. 1呼内 消   循  現存
     (歯       1) 小   外   整外
     非常勤:   44 形外 脳外 呼外
     (医      44) 心外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     病理 リウ 救命
     歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14498-01124 箕面市立病院 〒562-0014 072-728-2001箕面市長　倉田　哲郎田村　信司 昭56. 7. 1一般       317地域支援
     (98-61124 ) 箕面市萱野五丁目７番１号 常　勤:   78 新規 内   消   循  病院
     (医      78) 平29. 7. 1神内 精   小  現存
     非常勤:   71 外   整外 形外
     (医      47) 脳外 皮   ひ  
     (歯      24) 産婦 眼   耳い
     リハ 放   病理
     麻   歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14598-01223 社会医療法人生長会　〒599-0202 072-471-3321阪南市長　水野　謙二藤本　尚 昭47.10.20一般       185病院
     (98-61223 ) 阪南市民病院 阪南市下出１７ 常　勤:   18 組織変更 内   呼内 循  現存
     (医      17) 平29.10.20消   脳内 外  
     (歯       1) 整外 脳外 小  
     非常勤:   50 皮   ひ   婦  
     (医      44) 眼   耳い リハ
     (歯       6) 放   救命 麻  
     歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14698-01348 八尾市保健センター 〒581-0833 0729-93-8600八尾市長　田中　誠太藤原　一朗 平 6. 7. 4内   小   歯  診療所
     (98-61348 ) 八尾市旭ケ丘五丁目８５番地の１常　勤:    1 移転 現存
     ６八尾市生涯学習センター内 (医       1) 平24. 7. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14798-01421 市立岸和田市民病院 〒596-0822 0724-45-1000岸和田市長　永野　耕小切　匡史 平 8. 5. 1一般       400地域支援
     (98-61421 ) 岸和田市額原町１００１番地 常　勤:   95平 移転 内   循   消  病院
     (医      91) 平29. 5. 1呼   神内 精  現存
     (歯       4) 小   皮   外  
     非常勤:   90 整外 脳外 心外
     (医      85) 呼外 ひ   産婦
     (歯       5) 耳い 眼   形外
     歯外 放   麻  
     リハ 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14898-01470 市立池田病院 〒563-0025 0727-51-2881池田市長　倉田　薫 今井　康陽 平 9.10. 1一般       364地域支援
     (98-61470 ) 池田市城南三丁目１番１８号 常　勤:  127 移転 内   呼内 消  病院
     (医     121) 平24.10. 1循   神内 小  現存
     (歯       5) 外   呼外 脳外
     (薬       1) 整外 形外 皮  
     非常勤:    1 ひ   産婦 眼  
     (医       1) 耳い リハ 放  
     麻   歯   歯外
     病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14998-01504 市立豊中病院 〒560-8565 06-6843-0101豊中市長　淺利　敬一堂野　惠三 平 9.11. 3一般       599地域支援
     (98-61504 ) 豊中市柴原町四丁目１４番１号 常　勤:  109郎 移転 一般（感染） 病院
     (医     107) 平24.11. 3            14現存
     (歯       2) 内   神内 消  
     非常勤:   86 循   精   小  
     (医      83) 外   整外 脳外
     (歯       3) 心外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   歯  
     歯外 麻   他  
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  15098-01538 寝屋川市立保健福祉セ〒572-0036 072-828-3931寝屋川市長　北川　法香川　英生 平10. 4. 1内   小   歯  診療所
     (98-61538 ) ンター診療所 寝屋川市池田西町２８番２２号 常　勤:    1夫 移転 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       1)
     (歯       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15198-01686 八尾市立病院 〒581-0069 072-922-0881八尾市長　田中　誠太星田　四朗 平16. 5. 1一般       380地域支援
     (98-61686 ) 八尾市龍華町一丁目３番１号 常　勤:  115 移転 内   循   消  病院
     (医     111) 平28. 5. 1外   整外 脳外現存
     (歯       4) 産婦 小   眼  
     耳い 形外 皮  
     ひ   放   リハ
     麻   他   歯外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15298-01728 池田市立休日急病診療〒563-0025 072-752-1551池田市長　倉田　薫 井上　幹人 平19. 4. 1内   小   歯  診療所
     (98-61728 ) 所 池田市城南三丁目１番１８号 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15398-01769 河内長野市立休日急病〒586-0012 0721-55-0300河内長野市長　島田　外山　佳子 平20.11. 1内   歯   診療所
     (98-61769 ) 診療所 河内長野市菊水町２番１３号 常　勤:    1智明 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15499-00017 独立行政法人国立病院〒540-0006 06-6942-1331独立行政法人国立病院是恒　之宏 昭32. 7. 1一般       688地域支援
     (99-60017 ) 機構　大阪医療センタ大阪市中央区法円坂二丁目１番１常　勤:  147機構　理事長　楠岡　 新規 精神         4病院
     ー ４号 (医     144)英雄 平29. 7. 1内   呼   精  現存
     (歯       3) 消   循   小  
     非常勤:  110 外   こう 形外
     (医     107) 整外 脳外 心外
     (歯       3) 皮   ひ   産  
     婦   眼   耳い
     リハ 放   麻  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15599-00025 独立行政法人国立病院〒586-0008 0721-53-5761独立行政法人国立病院斉藤　正伸 昭32. 7. 1一般       430地域支援
     (99-60025 ) 機構　大阪南医療セン河内長野市木戸東町２番１号 常　勤:   99機構　理事長　楠岡　 新規 内   精   神  病院
     ター (医      99)英雄 平29. 7. 1消   循   小  現存
     非常勤:   32 外   整外 脳外
     (医      31) 心外 小外 皮  
     (歯       1) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   心内 リウ
     アレ 呼   歯  
     病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15699-00108 独立行政法人国立病院〒560-0045 06-6853-2001独立行政法人国立病院奥村　明之進 昭32. 7. 1一般       410病院
     (99-60108 ) 機構　刀根山病院 豊中市刀根山五丁目１番１号 常　勤:   47機構　理事長　楠岡　 新規 結核        90現存
     (医      47)英雄 平29. 7. 1内   心内 神内
     非常勤:   31 小   呼   外  
     (医      28) 整外 呼外 眼  
     (歯       3) 耳い リウ リハ
     放   病理 歯  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15799-00116 独立行政法人国立病院〒591-8025 072-252-3021独立行政法人国立病院林　清二 昭39. 4. 1一般       325病院
     (99-60116 ) 機構　近畿中央胸部疾堺市北区長曾根町１１８０番地 常　勤:   42機構　理事長　楠岡　 組織変更 結核        60現存
     患センター (医      42)英雄 平30. 4. 1内   心内 精  
     非常勤:    7 呼   循   アレ
     (医       6) 外   整外 呼外
     (歯       1) 心外 気食 リハ
     放   歯   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15899-00223 国立研究開発法人　国〒565-0873 06-6833-5012国立研究開発法人国立峰松　一夫 平 2. 6. 1一般       612特定機能
     (99-60223 ) 立循環器病研究センタ吹田市藤白台五丁目７番１号 常　勤:  168循環器病研究センター 新規 内   心外 脳内病院
     ー (医     167)　理事長　小川　久雄 平29.12. 1脳外 小   小外現存
     (歯       1) 婦   産   リハ
     非常勤:  139 臨床 循   呼内
     (医     139) 病理 放   麻  
     外   神内 皮  
     ひ   眼   耳い
     整外 精   歯  
     内科、心臓血管
     内科、脳血管内
     科、高血圧・腎
     臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15999-00249 大阪大学医学部附属病〒565-0871 06-6879-5111国立大学法人大阪大学木村　正 平 5. 9. 1一般     1,034特定機能
     (99-60249 ) 院 吹田市山田丘２番１５号 常　勤:  424　学長　西尾　章治郎 移転 精神        52病院
     (医     423) 平29. 9. 1内   循   消  現存
     (歯       1) 呼内 アレ リウ
     非常勤:  889 神内 心外 呼外
     (医     889) 外   救命 小外
     眼   耳い 整外
     皮   形外 神  
     精   脳外 麻  
     産   婦   小  
     ひ   放   歯  
     病理 リハ 
     内科、循環器内
     科、腎臓内科、
     消化器内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


