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    101,0054,0 奥村歯科診療所 〒520-0837 077-522-2570奥村　華都雄 奥村　華都雄 昭43.11.22歯   診療所
     大津市中庄一丁目１６番１５号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28.11.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0058,1 松崎歯科医院 〒520-0026 077-524-0523松崎　逸郎 松崎　逸郎 昭44.11. 1歯   診療所
     大津市桜野町一丁目９番１９号 常　勤:    1 更新 休止
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,0070,6 大高歯科医院 〒520-0812 077-525-4008大高　潤次 大高　潤次 昭50. 6. 1歯   診療所
     大津市木下町１８－４０ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,0074,8 ひとみ歯科医院 〒520-0817 077-525-4307人見　晃司 人見　晃司 昭51. 4. 8歯   小歯 診療所
     大津市昭和町９番１６号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,0075,5 村田歯科医院 〒520-0802 077-522-2457村田　稔 村田　稔 昭51. 4. 1歯   診療所
     大津市馬場二丁目６番１９号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,0081,3 石川歯科 〒520-0242 077-573-1888石川　美晴 石川　美晴 昭52. 2. 1歯   診療所
     大津市本堅田三丁目２８番１４号常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,0083,9 植西第三歯科医院 〒520-2153 077-545-8328植西　正 植西　正 昭52. 5. 2歯   診療所
     大津市一里山一丁目１４番４３号常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,0086,2 野崎歯科医院 〒520-2141 077-545-8630野崎　壽紘 野崎　壽絋 昭52. 7.21歯   診療所
     大津市大江四丁目１５番１８号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,0087,0 木村歯科医院 〒520-0833 077-537-0501木村　誠 木村　誠 昭52. 9. 1歯   診療所
     大津市晴嵐一丁目１８番３号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,0091,2 北井歯科医院 〒520-2134 077-545-2291北井　美喜夫 北井　美喜夫 昭54. 4. 1歯   診療所
     大津市瀬田二丁目５番２３号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,0094,6 ローズ山本歯科 〒520-0224 077-573-4684山本　哲典 山本　哲典 昭55. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大津市向陽町１４番２５号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
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   1201,0108,4 速水歯科医院 〒520-0106 077-578-3125速水　弘 速水　弘 昭57.12. 1歯   診療所
     大津市唐崎三丁目４番１５号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,0109,2 速水第２歯科 〒520-0005 077-526-4844速水　裕 速水　裕 昭57.12. 1歯   小歯 診療所
     大津市高砂町５番１５号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,0111,8 藤井歯科医院 〒520-0232 077-573-4554藤井　忠 藤井　忠 昭58. 3.14歯   診療所
     大津市真野五丁目３１番１５号 常　勤:    2 更新 現存
     (歯       2) 平28. 3.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,0112,6 奈村歯科医院 〒520-0863 077-533-1861奈村　和記 奈村　和記 昭58. 4. 6歯   診療所
     大津市千町一丁目２５番２５号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,0113,4 岡部歯科医院 〒520-0113 077-579-5822岡部　英策 岡部　英策 昭58. 6. 1歯   診療所
     大津市坂本六丁目２６番６号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,0114,2 藤田歯科医院 〒520-0046 077-522-0768藤田　智 藤田　智 昭58. 7. 1歯   診療所
     大津市長等二丁目１０番２６号 常　勤:    2 更新 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,0115,9 城山第二歯科 〒520-0112 077-579-6033城山　弘之 城山　弘之 昭59. 4. 2歯   診療所
     大津市日吉台二丁目１９番１３号常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,0116,7 吉川歯科医院 〒520-2144 077-543-1818吉川　雅樹 吉川　雅樹 昭59. 4.16歯   診療所
     大津市大萱一丁目１８番２号　瀬常　勤:    1 更新 現存
     田大昭ビル２階 (歯       1) 平29. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,0119,1 泰間デンタルクリニッ〒520-0802 077-525-8044泰間　恒明 泰間　恒明 昭59. 9.11歯   矯歯 診療所
     ク 大津市馬場二丁目６番９号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 9.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,0120,9 奥村歯科診療所 〒520-0242 077-572-0062奥村　雄作 奥村　雄作 昭59.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大津市本堅田三丁目４番７号 常　勤:    3 更新 歯外 現存
     (歯       3) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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   2201,0121,7 小上歯科医院 〒520-0011 077-526-3737小上　敬嗣 小上　敬嗣 昭60. 6. 8歯   診療所
     大津市南志賀二丁目１番２５号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 6. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,0123,3 高山歯科医院 〒520-2279 077-546-1717高山　徹誠 高山　徹誠 昭61. 3.25歯   小歯 診療所
     大津市黒津二丁目１７番４５号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 3.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,0124,1 稲田歯科医院 〒520-2144 077-543-3746稲田　行正 稲田　行正 昭61.10. 1歯   小歯 診療所
     大津市大萱三丁目１６番９号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,0125,8 和田歯科医院 〒520-0814 077-525-7297和田　甫 和田　甫 昭61.10. 1歯   診療所
     大津市本丸町２番１８号　ミツビ常　勤:    1 更新 現存
     ル２階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,0130,8 田中歯科医院 〒520-0814 077-523-1990田中　繁行 田中　繁行 昭62. 9. 1歯   診療所
     大津市本丸町１番２２号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,0133,2 三上歯科医院 〒520-0105 077-579-6688三上　正彦 三上　正彦 昭63. 6. 1歯   診療所
     大津市下阪本四丁目２番１０号 常　勤:    2 更新 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,0134,0 久木歯科医院 〒520-0033 077-522-6500久木　美津子 久木　美津子 昭63. 7. 1歯   診療所
     大津市大門通３番１７号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,0138,1 増田歯科医院 〒520-2276 077-546-5929増田　幸俊 増田　幸俊 昭63.11. 1歯   矯歯 診療所
     大津市里六丁目１９番１４号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,0140,7 竹内歯科医院 〒520-0225 077-572-4488竹内　弘明 竹内　弘明 平 2. 5. 8歯   矯歯 小歯診療所
     大津市清風町１２番３２号 常　勤:    1 更新 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,0143,1 高歯科医院 〒520-0063 077-524-2258高　康浩（カンホ） 高　康浩（カンホ） 平 2. 7. 2歯   診療所
     大津市横木一丁目１２番３５号　常　勤:    1 更新 現存
     松井ビル２階 (歯       1) 平29. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3201,0144,9 野玉歯科医院 〒520-0851 077-534-2240野玉　智弘 野玉　智弘 平 2. 8.20歯   診療所
     大津市唐橋町６番８号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,0147,2 多田歯科医院 〒520-0837 077-522-3909多田　純夫 多田　純夫 平 3. 1. 1歯   診療所
     大津市中庄二丁目２０番１２号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,0151,4 かながわ歯科医院 〒520-2153 077-544-2737神奈川　勝 金　勝（神奈川勝） 平 3.10.22歯   小歯 矯歯診療所
     大津市一里山五丁目３６番７号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平24.10.22
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,0152,2 医療法人　石田歯科医〒520-0043 077-525-0001医療法人　石田歯科医石田　益世 平 3.11. 1歯   診療所
     院 大津市中央一丁目７番３３号 常　勤:    1院　理事長　石田　益 更新 現存
     (歯       1)世 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,0156,3 うかい歯科クリニック〒520-0232 077-574-2418鵜飼　友広 鵜飼　友広 平 5. 2. 1矯歯 歯   小歯診療所
     大津市真野一丁目１番６２号　江常　勤:    1 更新 現存
     若交通ビル４階 (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,0158,9 歯科佐々木医院 〒520-0113 077-578-7775佐々木　功 佐々木　功 平 5. 4.20歯   診療所
     大津市坂本三丁目１７番６６号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,0160,5 西川歯科医院 〒520-0815 077-522-3890西川　純子 西川　純子 平 5. 5.28歯   診療所
     大津市膳所二丁目１０番１５号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 5.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,0161,3 田村歯科医院 〒520-0806 077-524-8811田村　正治 田村　正治 平 5.10. 7歯   診療所
     大津市打出浜４番８号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,0163,9 成田矯正歯科医院 〒520-2144 077-544-3701成田　益生 成田　益生 平 5.12. 1矯歯 診療所
     大津市大萱一丁目９番８号　２階常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4101,0164,7 医療法人緑和会　瀬田〒520-2144 077-543-3337医療法人　緑和会　理田中　義大 平 6. 3. 1小歯 歯   矯歯診療所
     グリーン歯科 大津市大萱一丁目１６番１号　瀬常　勤:    2事長　古市　嘉秀 更新 歯外 現存
     田ア－バンホテル２０１号 (歯       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,0167,0 中川歯科医院 〒520-2143 077-548-9099中川　賢一 中川　賢一 平 6. 6.10矯歯 歯   小歯診療所
     大津市萱野浦２番１号　メルシー常　勤:    2 更新 現存
     瀬田２階 (歯       2) 平30. 6.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,0170,4 曽根歯科医院 〒520-2134 077-545-8148曽根　久統 曽根　久統 平 7. 4.17歯   診療所
     大津市瀬田五丁目３５番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,0171,2 北川歯科医院 〒520-0806 077-527-5428北川　薫 北川　薫 平 7. 5. 8矯歯 歯   診療所
     大津市打出浜１０番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,0172,0 オージ歯科医院 〒520-0025 077-521-6668平井　康祐 平井　康祐 平 7. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大津市皇子が丘二丁目７番１６号常　勤:    1 新規 現存
     ウエストビレッジ１階 (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,0175,3 葛川歯科診療所 〒520-0472 077-599-2671梶原　裕史 梶原　裕史 平 7. 9.16歯   診療所
     大津市葛川貫井町１３４番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,0177,9 ますぎ歯科クリニック〒520-0836 077-537-3320馬杉　明克 馬杉　明克 平 7.10.26矯歯 歯   小歯診療所
     大津市杉浦町１番５号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,0178,7 おかだ歯科医院 〒520-0854 077-537-0117岡田　俊彦 岡田　俊彦 平 7.11. 7小歯 歯   矯歯診療所
     大津市鳥居川町４番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,0180,3 田上歯科 〒520-2275 077-546-8888古田　紡 古田　紡 平 8. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大津市枝四丁目１番３４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5001,0183,7 一里山歯科クリニック〒520-2153 077-544-1318西田　幸光 西田　幸光 平 8. 7.13小歯 歯   診療所
     大津市一里山二丁目８番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,0184,5 くにもと歯科医院 〒520-0232 077-571-2097国本　智史 国本　智史 平 8. 7.10矯歯 歯   小歯診療所
     大津市真野二丁目２２番２６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,0186,0 市川歯科医院 〒520-2153 077-545-7723医療法人社団　市川歯樫原　祐市 平 8. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大津市一里山一丁目９番４号 常　勤:    3科医院　理事長　市川 開設者変 現存
     (歯       3)　重敏 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,0191,0 岡田歯科医院 〒520-0248 077-574-1888岡田　清隆 岡田　清隆 平 9. 7.25歯   診療所
     大津市仰木の里東五丁目１０番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平24. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,0192,8 医療法人セント・パウ〒520-0047 077-521-6660医療法人セント・パウ光吉　平 平 9. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ロ　光吉歯科医院 大津市浜大津二丁目１番１１号 常　勤:    4ロ　理事長　光吉　平 開設者変 現存
     (歯       4) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,0193,6 医療法人緑和会　膳所〒520-0802 077-527-0034医療法人　緑和会　理美馬　健二 平 9. 8. 1歯外 小歯 矯歯診療所
     グリーン歯科 大津市馬場二丁目１０番１６号Ｚ常　勤:    1事長　古市　嘉秀 新規 歯   現存
     ＥＺＥ駅前キューズビル１階 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,0194,4 はしもと歯科医院 〒520-0242 077-574-5551橋本　高生 橋本　高生 平 9. 9. 1矯歯 歯   小歯診療所
     大津市本堅田四丁目１８番３８号常　勤:    2 新規 歯外 現存
     レークサイド佐倉マンション１０(歯       2) 平24. 9. 1
     １号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,0195,1 医療法人セント・パウ〒520-0113 077-579-7778医療法人セント・パウ中村　玲伊子 平 9. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ロ叡山歯科医院 大津市坂本七丁目３２番１６号 常　勤:    3ロ　理事長　光吉　平 新規 現存
     (歯       3) 平24. 9. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,0197,7 栗原歯科医院 〒520-0804 077-527-1655栗原　哲也 栗原　哲也 平 9.12.12小歯 歯   診療所
     大津市本宮二丁目５番１号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,0199,3 藤下歯科医院 〒520-0044 077-525-6464藤下　淑 藤下　淑 平10. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大津市京町三丁目４番１２号アー常　勤:    1 新規 現存
     バン２１・２階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6001,0201,7 けやき歯科医院 〒520-0248 077-574-5558鹿野　倫弥 鹿野　倫弥 平10. 8. 1歯   診療所
     大津市仰木の里東五丁目２番１４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,0202,5 藤居歯科診療所 〒520-0046 077-521-0679藤居　明範 藤居　明範 平10. 8. 8小歯 歯   診療所
     大津市長等一丁目２番３８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,0203,3 医療法人　伊東歯科医〒520-0006 077-522-5638医療法人　伊東歯科医伊東　邦彦 平10.11. 1歯   矯歯 診療所
     院 大津市滋賀里四丁目１８番５号 常　勤:    2院　理事長　伊東　邦 開設者変 現存
     (歯       2)彦 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,0204,1 石山歯科医院 〒520-0832 077-534-5363藤田　憲寿 藤田　憲寿 平10.12. 5歯   小歯 診療所
     大津市粟津町１３番１８号　平野常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ (歯       1) 平28.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,0205,8 やまだ歯科医院 〒520-0107 077-577-3222山田　悟史 山田　悟史 平11. 5.17歯   小歯 診療所
     大津市雄琴北二丁目２番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,0207,4 医療法人白櫻会　小金〒520-2264 077-546-5157医療法人白櫻会　小金小金澤　一美 平12. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     沢歯科診療所 大津市大石東四丁目５番６号 常　勤:    3沢歯科診療所　理事長 開設者変 現存
     (歯       3)　小金澤　一美 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,0208,2 みどりの丘歯科クリニ〒520-2101 077-549-1267田中　多佳子 田中　多佳子 平12. 8.22歯   小歯 診療所
     ック 大津市青山六丁目６番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,0209,0 池本小児歯科医院 〒520-0241 077-574-4111池本　博之 池本　博之 平13. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大津市今堅田二丁目２３番２２号常　勤:    1 所在地変 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,0212,4 医療法人セント・パウ〒520-0107 077-579-5555医療法人セント・パウ松井　智裕 平13. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ロ雄琴歯科医院 大津市雄琴北一丁目３番２７号 常　勤:    1ロ　理事長　光 　平 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,0213,2 東野歯科医院 〒520-0101 077-579-4799東野　洋一朗 東野　洋一朗 平14. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大津市雄琴六丁目１０番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7001,0214,0 もりかわ歯科医院 〒520-2144 077-545-5080盛川　清 盛川　清 平14. 4.10歯   小歯 診療所
     大津市大萱二丁目８番１１号リバ常　勤:    1 新規 現存
     ーサイド本郷１階 (歯       1) 平26. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,0216,5 西村歯科 〒520-0853 077-534-7101西村　明洋 西村　明洋 平14. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     大津市螢谷１番３５号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,0217,3 奥村歯科 〒520-0043 077-522-6488奥村　佐喜雄 奥村　佐喜雄 平14. 8.15歯   診療所
     大津市中央一丁目１番３０号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,0219,9 ファミーユ福田歯科 〒520-2145 077-547-3630福田　浩之 福田　浩之 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     大津市大将軍三丁目１９番１号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,0220,7 しらゆり歯科クリニッ〒520-0802 077-525-7280山元　浩美 山元　浩美 平15. 5. 6歯   矯歯 小歯診療所
     ク 大津市馬場一丁目７－１２ときめ常　勤:    1 新規 現存
     きビル３Ｆ (歯       1) 平27. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,0221,5 堀内歯科医院 〒520-0003 077-511-5155堀内　信 堀内　信 平15. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大津市あかね町１３番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,0222,3 目片歯科医院 〒520-0052 077-511-3905目片　秀樹 目片　秀樹 平15. 8. 6歯   歯外 矯歯診療所
     大津市朝日が丘一丁目１２番１号常　勤:    2 所在地変 現存
     (歯       2) 平27. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,0223,1 まるやま歯科クリニッ〒520-2153 077-547-3560丸山　茂男 丸山　茂男 平15. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大津市一里山一丁目３番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,0226,4 馬杉歯科医院 〒520-0832 077-537-1110馬杉　学 馬杉　学 平16. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     大津市粟津町１７番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,0227,2 医療法人　中橋歯科医〒520-2144 077-543-0800医療法人　中橋歯科医中橋　輝夫 平16. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 大津市大萱一丁目１３番２０号 常　勤:    2院　理事長　中橋　輝 開設者変 現存
     (歯       2)夫 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8001,0228,0 尾松歯科医院 〒520-0043 077-522-3210尾松　素樹 尾松　素樹 平16. 9. 1歯   矯歯 診療所
     大津市中央三丁目６番１号 常　勤:    2 開設者変 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,0230,6 はまおおつ歯科 〒520-0043 077-527-3800小林　匠 小林　匠 平17. 4. 1歯   歯外 診療所
     大津市中央二丁目２番１７号 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,0231,4 えいこう歯科医院 〒520-0242 077-573-0085北村　英耕 北村　英耕 平17.10. 3歯   診療所
     大津市本堅田三丁目１２番３８号常　勤:    1 新規 現存
     グランラヴィーヌ１階Ａ号室 (歯       1) 平29.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,0232,2 ほりい矯正歯科クリニ〒520-0832 077-533-3741医療法人　相和会　理堀井　和宏 平17.11. 1矯歯 診療所
     ック 大津市粟津町４番７号 常　勤:    2事長　堀井　和宏 開設者変 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,0234,8 吉島歯科医院 〒520-0532 077-594-3434吉島　稔 吉島　稔 昭62. 1. 5歯   小歯 歯外診療所
     大津市湖青二丁目５番１号 常　勤:    1 更新 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 1. 5
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,0236,3 須磨歯科医院 〒520-0523 077-594-5664須磨　文子 須磨　文子 平 7. 5. 1歯   小歯 診療所
     大津市和邇南浜１６９番地６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,0237,1 医療法人社団斉藤歯科〒520-0522 077-594-3783医療法人社団　斉藤歯斉藤　茂樹 平 8. 9. 1歯   小歯 診療所
     医院 大津市和邇中浜４７８番地６ 常　勤:    1科医院　理事長　斉藤 開設者変 現存
     (歯       1)　茂樹 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,0238,9 吉田歯科医院 〒520-0532 077-592-3277吉田　智一 吉田　智一 平12. 8. 4歯   診療所
     大津市湖青一丁目１番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,0239,7 よしかわ歯科医院 〒520-0523 077-594-1418吉川　聡一郎 吉川　聡一郎 平15. 8. 1歯   診療所
     大津市和邇南浜１８５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,0240,5 谷川歯科クリニック 〒520-0502 077-596-1066（谷川一騎）韓　永剛韓　永剛 平17.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大津市南小松１１５１番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
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   9001,0241,3 医療法人祥和会　泰間〒520-0851 077-537-0495医療法人祥和会　泰間泰間　祥行 平18. 8. 1歯   矯歯 診療所
     歯科医院 大津市唐橋町１５番２４号 常　勤:    1歯科医院　理事長　泰 開設者変 現存
     (歯       1)間　祥行 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,0244,7 木下歯科医院 〒520-0831 077-537-2005木下　哲 木下　哲 平19. 1. 1歯   診療所
     大津市松原町１５番１９号 常　勤:    2 開設者変 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,0246,2 うえだ歯科医院 〒520-0241 077-573-1181上田　佐永子 上田　佐永子 平19. 3.19歯   小歯 診療所
     大津市今堅田二丁目７番１２号 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平25. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,0248,8 尾松歯科石山診療所 〒520-0861 077-534-1269尾松　純 尾松　純 平20. 2. 4歯   診療所
     大津市石山寺三丁目１１番３７号常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平26. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,0251,2 たかやま歯科医院 〒520-0802 077-524-8241高山　義宣 高山　義宣 平20.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     大津市馬場三丁目１３番３１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,0252,0 こはらデンタルクリニ〒520-2153 077-514-8714小原　昌利 小原　昌利 平20.12. 1歯   歯外 診療所
     ック 大津市一里山七丁目１番１号フォ常　勤:    1 新規 現存
     レオ大津一里山地下１階 (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,0256,1 戸﨑歯科医院 〒520-0529 077-594-6480戸﨑　秀樹 戸﨑　秀樹 平21. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     大津市和邇春日三丁目８５７番地常　勤:    1 新規 現存
     １６ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,0259,5 秋田歯科クリニック 〒520-0831 077-534-5348秋田　康充 秋田　康充 平22. 5. 1歯   小歯 診療所
     大津市松原町９－１－１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,0260,3 あしだ歯科医院 〒520-0037 077-526-8688蘆田　博明 蘆田　博明 平22.10. 5歯   歯外 小歯診療所
     大津市御陵町６番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,0261,1 大津京おおくぼ歯科医〒520-0025 077-521-1500大久保　康則 大久保　康則 平23. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 大津市皇子が丘三丁目４番３１号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
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  10001,0264,5 そら歯科クリニック 〒520-0012 077-510-7212橋場　恒治 橋場　恒治 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大津市鏡が浜５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,0266,0 夕照歯科 〒520-2141 077-544-0035医療法人社団英真会　加藤　真由 平23. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     大津市大江一丁目１１番９号 常　勤:    2理事長　加藤　真由 開設者変 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,0267,8 やまざき歯科クリニッ〒520-0842 077-533-1221山﨑　徹 山﨑　徹 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 大津市園山二丁目１５－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,0268,6 しま歯科クリニック 〒520-2144 077-511-9566島　将人 島　将人 平23.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     大津市大萱一丁目１５－３４畑中常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,0269,4 小川歯科医院 〒520-0831 077-537-1441小川　靖彦 小川　靖彦 平23.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     大津市松原町９－１０ 常　勤:    2 所在地変 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,0270,2 白瀬歯科医院 〒520-0844 077-533-2021白瀬　浩太郎 白瀬　浩太郎 平24. 4. 1歯   診療所
     大津市国分一丁目１４番１０号 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,0271,0 植西第二歯科 〒520-0106 077-578-3130植西　俊夫 植西　俊夫 平24. 7. 1歯   診療所
     大津市唐崎二丁目１番１３号 常　勤:    2 開設者変 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,0272,8 高山歯科医院 〒520-0025 077-511-5533医療法人　優歯会　理高山　真一 平24.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大津市皇子が丘二丁目１０番２５常　勤:    4事長　高山　真一 開設者変 現存
     号　１０３ (歯       4) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,0273,6 まおか歯科クリニック〒520-0105 077-578-8115眞岡　和也 眞岡　和也 平25. 3. 1歯   小歯 診療所
     大津市下阪本六丁目４１番地５号常　勤:    2 開設者変 現存
     (歯       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,0274,4 松井歯科医院 〒520-0113 077-578-0012松井　泰成 松井　泰成 平25. 7. 1歯   小歯 診療所
     大津市坂本四丁目１４番８号 常　勤:    2 開設者変 現存
     (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11001,0275,1 古藤歯科医院 〒520-0831 077-537-0560古藤　美帆 古藤　美帆 平25.10. 1歯   診療所
     大津市松原町１３番３７号 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,0277,7 むらた歯科クリニック〒520-0055 077-526-7030村田　辰夫 村田　辰夫 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     大津市春日町２番１号ＣＯＣＯＬ常　勤:    1 新規 現存
     ＡＳ大津２０５号 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,0279,3 医療法人輝翔会　西大〒520-0025 077-526-2696医療法人　輝翔会　理森岡　千尋 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     津歯科医院 大津市皇子が丘二丁目１０－２７常　勤:    6事長　森岡　千尋 開設者変 歯外 現存
     西大津ＩＳビル２階 (歯       6) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,0280,1 オレンジ倶楽部歯科 〒520-0835 077-534-1001医療法人白櫻会小金沢棚田　厚子 平26. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大津市別保二丁目８番３３号 常　勤:    1歯科診療所　理事長　 新規 現存
     (歯       1)小金沢　一美 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,0281,9 はなよし歯科・矯正歯〒520-0044 077-521-8744泰間　康平 泰間　康平 平26. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科 大津市京町３丁目４番３２第１４常　勤:    2 新規 現存
     森田ビル１階 (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,0282,7 毛利歯科医院 〒520-0813 077-524-5270毛利　豪一 毛利　豪一 平26. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     大津市丸の内町９番３０号ＫＩＮ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ＰＡ１０２号 (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,0283,5 おおつデンタルクリニ〒520-0801 077-510-0036石原　俊美 石原　俊美 平26.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ック 大津市におの浜三丁目１番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,0285,0 南郷デンタルクリニッ〒520-0865 077-533-5155國松　拓司 國松　拓司 平27. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 大津市南郷五丁目１２－１０－１常　勤:    1 開設者変 矯歯 現存
     ０１ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11801,0286,8 こころ歯科クリニック〒520-2132 077-548-6020鈴木　康弘 鈴木　康弘 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     大津市神領三丁目１２－７－１０常　勤:    2 新規 現存
     ６号 (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,0287,6 佐田歯科医院 〒520-0522 077-594-3803佐田　昌久 佐田　昌久 平27. 7. 1歯   小歯 診療所
     大津市和邇中浜３３６番地の３ 常　勤:    1 所在地変 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,0288,4 医療法人輝翔会　膳所〒520-0802 077-510-1919医療法人　輝翔会　理梅岡　秀臣 平27. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     うめおか歯科医院 大津市馬場二丁目６番１５号Ｔ＆常　勤:    1事長　森岡　千尋 開設者変 歯外 現存
     Ｔ第３ビル２号１階 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,0289,2 医療法人社団有心会　〒520-0832 医療法人社団有心会　山本　康博 平27.11. 1歯   歯外 矯歯診療所
     クリア歯科滋賀石山院大津市粟津町３番２号　ＪＲ石山常　勤:    1理事長　木村　正信 新規 小歯 現存
     駅ＮＫビル４０３ (歯       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,0291,8 中村歯科医院 〒520-0514 077-592-0006中村　文彦 中村　文彦 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     大津市木戸１１６番地１２ 常　勤:    2 開設者変 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,0292,6 尾松第二歯科 〒520-0232 077-573-6487尾松　青爾 尾松　青爾 平28. 7. 1歯   診療所
     大津市真野１丁目３－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,0293,4 医療法人将和会　佐野〒520-0532 077-576-2096医療法人将和会　理事佐野　将史 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     歯科クリニック 大津市湖青一丁目３番地９ 常　勤:    1長　佐野　将史 開設者変 矯歯 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,0294,2 Ｋ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｃ〒520-0864 077-533-1613古藤　順一 古藤　順一 平29. 1. 1歯   診療所
     ｌｉｎｉｃ 大津市赤尾町１３－５５ 常　勤:    2 開設者変 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,0295,9 パールデンタルクリニ〒520-0862 077-548-6090西川　祐一朗 西川　祐一朗 平29. 4. 1歯   診療所
     ック 大津市平津１－３－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,0296,7 さくら歯科医院 〒520-0867 077-533-4688中安　眞理子 中安　眞理子 平29. 2.13歯   小歯 診療所
     大津市大平二丁目４番１５号 常　勤:    1 所在地変 現存
     (歯       1) 平29. 2.13
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  12801,0297,5 植西歯科医院 〒520-0046 077-522-3117植西　宏純 植西　宏純 平29. 6. 1歯   診療所
     大津市長等２－３－１４ 常　勤:    2 開設者変 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,0298,3 医療法人　八木歯科 〒520-2132 077-545-8855医療法人　八木歯科　八木　正樹 平29.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     大津市神領一丁目１２－１５ 常　勤:    2理事長　八木　正樹 開設者変 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,0299,1 おおさと歯科クリニッ〒520-0834 077-533-5418大里　秀樹 大里　秀樹 平30. 3. 1歯   小歯 診療所
     ク 大津市御殿浜１３－３９ 常　勤:    1 所在地変 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,0300,7 古川歯科医院 〒520-0025 077-548-8241古川　正幸 古川　正幸 平30. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     大津市皇子が丘２丁目７－３２ロ常　勤:    1 新規 現存
     イヤルレジェンド西大津１階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,0301,5 大津テラス　古藤歯科〒520-0806 077-525-4148古藤　俊介 古藤　俊介 平30. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     クリニック 大津市打出浜１４番３０号オーミ常　勤:    3 開設者変 現存
     ー大津テラス４階 (歯       3) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13302,0036,5 池田歯科医院 〒521-1112 0749-43-2418池田　良 池田　良 昭41. 7. 1歯   診療所
     彦根市金沢町１０５３番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13402,0055,5 北村歯科医院 〒522-0041 0749-24-1050北村　真也 北村　真也 昭51.10.25歯   診療所
     彦根市平田町１３７番地７ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平24.10.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13502,0060,5 西村第二歯科医院 〒522-0083 0749-22-0782西村　徹 西村　徹 昭55. 1. 1歯   診療所
     彦根市河原二丁目２番６号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13602,0065,4 Ｋ歯科医院 〒522-0052 0749-22-7788川尻　日出雄 川尻　日出雄 昭56. 6. 1歯   歯外 診療所
     彦根市長曽根南町４４８番７号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13702,0066,2 川尻歯科医院 〒522-0081 0749-24-4700川尻　哲央 川尻　哲央 昭57. 8.16歯   診療所
     彦根市京町二丁目３番３５号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平24. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13802,0068,8 中山歯科医院 〒522-0087 0749-22-7307中山　信義 中山　信義 昭58. 6. 1歯   診療所
     彦根市芹橋二丁目３番３号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13902,0069,6 桜井歯科医院 〒522-0043 0749-24-5850桜井　孝徳 桜井　孝徳 昭58. 8. 2歯   診療所
     彦根市小泉町巴３１４番地　城陽常　勤:    1 更新 現存
     ビル２階 (歯       1) 平28. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14002,0072,0 島野修歯科医院 〒522-0051 0749-26-1825島野　修 島野　修 昭60. 4. 1歯   診療所
     彦根市中藪一丁目１番１０号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14102,0074,6 井本歯科医院 〒522-0023 0749-22-7757井本　達也 井本　達也 昭62. 3. 9歯   診療所
     彦根市原町５０４番地３５ 常　勤:    2 更新 現存
     (歯       2) 平29. 3. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14202,0076,1 島野歯科医院 〒522-0068 0749-22-0476島野　厚 島野　厚 昭62.10. 1歯   診療所
     彦根市城町二丁目２番８号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14302,0078,7 吉田歯科医院 〒522-0033 0749-24-2700吉田　勝彦 吉田　勝彦 昭63. 4. 8歯   矯歯 診療所
     彦根市芹川町布浦１４６３番地１常　勤:    1 更新 現存
     １ (歯       1) 平30. 4. 8
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14402,0080,3 野村歯科医院 〒522-0023 0749-26-5183野村　信人 野村　信人 平元. 4. 4歯   歯外 小歯診療所
     彦根市原町１８０番地２８ 常　勤:    2 更新 現存
     (歯       2) 平28. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14502,0081,1 あかい歯科 〒522-0042 0749-22-4903赤井　隆 赤井　隆 平元.12. 1歯   診療所
     彦根市戸賀町１４３番地４ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14602,0083,7 杉本歯科医院 〒522-0232 0749-28-2604杉本　克実 杉本　克実 平 2. 4.10歯   診療所
     彦根市蓮台寺町５０番５０号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14702,0084,5 医療法人社団　野田歯〒522-0075 0749-23-6288医療法人社団　野田歯野田　直樹 平 3. 5. 1歯   小歯 診療所
     科 彦根市佐和町４番１号 常　勤:    1科　理事長　野田　直 更新 現存
     (歯       1)樹 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14802,0087,8 田井中歯科医院 〒522-0083 0749-24-6480田井中　聡 田井中　聡 平 5. 3. 8歯   診療所
     彦根市河原一丁目４番２２号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14902,0089,4 堀口歯科医院 〒522-0047 0749-28-4182堀口　徹 堀口　徹 平 5. 7.14歯   診療所
     彦根市日夏町２６８０番地４７ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 7.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15002,0092,8 文村歯科医院 〒529-1156 0749-25-3241文村　俊治 文村　俊治 平 6. 8. 1歯   診療所
     彦根市清崎町５００番地５１ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15102,0093,6 わたなべ歯科医院 〒522-0004 0749-24-6417渡部　範生 渡部　範生 平 6.10. 5小歯 歯   診療所
     彦根市鳥居本町４９０番地１　カ常　勤:    1 更新 現存
     メリアビル１階 (歯       1) 平24.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15202,0095,1 長寿歯科医院 〒522-0041 0749-26-1993連　偉智 連　偉智 平 7. 7. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     彦根市平田町４２２番地１３ 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15302,0096,9 たなか歯科クリニツク〒522-0054 0749-27-3355田中　肇 田中　肇 平 7. 7. 3小歯 歯   矯歯診療所
     彦根市西今町字赤池１１３１番地常　勤:    1 新規 現存
     １５ (歯       1) 平28. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15402,0097,7 中川歯科医院 〒522-0081 0749-27-3188中川　光司 中川　光司 平 7. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     彦根市京町二丁目８番２０号 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15502,0099,3 青木歯科医院 〒521-1113 0749-43-6718医療法人　佳秀会　理青木　秀一 平 8. 6. 1歯   小歯 診療所
     彦根市稲部町６８番地 常　勤:    1事長　青木　秀一 開設者変 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15602,0101,7 三希子歯科 〒522-0054 0749-26-5069長谷川　三希子 長谷川　三希子 平 8.12.17歯   小歯 診療所
     彦根市西今町２１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15702,0102,5 曽我歯科医院 〒522-0086 0749-22-0973曽我　宏世 曽我　宏世 平 8.12.17歯   診療所
     彦根市後三条町２６０番地３ 常　勤:    1 所在地変 現存
     (歯       1) 平29.12.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15802,0106,6 慶祐会むとう歯科医院〒522-0054 0749-21-0008武藤　幸夫 武藤　幸夫 平11. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     彦根市西今町３６３番地５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
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  15902,0107,4 きむら歯科クリニック〒522-0086 0749-23-2220木村　三右衞 木村　三右衛 平11. 8. 2歯   小歯 診療所
     彦根市後三条町５２８番地８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16002,0111,6 朝比奈歯科医院 〒522-0086 0749-23-6480朝比奈　壯郎 朝比奈　壯郎 平12. 9.20歯   診療所
     彦根市後三条町４１番地 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平24. 9.20
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16102,0113,2 太田歯科医院 〒522-0081 0749-22-0328太田　英史 太田　英史 平14. 1. 1歯   小歯 診療所
     彦根市京町三丁目４番１５号 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16202,0115,7 安澤歯科診療所 〒522-0041 0749-23-3318安澤　琢也 安澤　琢也 平14.11. 1歯   診療所
     彦根市平田町５８－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16302,0117,3 たかとり歯科医院 〒521-1124 0749-43-6073鷹取　司 鷹取　司 平15. 6. 2歯   小歯 診療所
     彦根市野良田町字岸ノ下４３６－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平27. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16402,0118,1 白石歯科 〒521-1124 0749-43-2017白石　剛 白石　剛 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     彦根市野良田町３２５番地５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16502,0120,7 ミント歯科 〒522-0025 0749-23-3010上垣　宣央 上垣　宣央 平17. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     彦根市野田山町９３８番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16602,0122,3 医療法人　ヒコネ矯正〒522-0074 0749-21-3351医療法人　ヒコネ矯正林　竜治 平18. 4. 1歯   矯歯 診療所
     歯科 彦根市大東町１０番１２号　ＣＲ常　勤:    1歯科　理事長　林　竜 開設者変 現存
     ＯＳＳビル１階 (歯       1)治 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16702,0125,6 安澤歯科小泉診療所 〒522-0043 0749-22-6191安澤　吉亮 安澤　吉亮 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     彦根市小泉町１０６番地９ 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16802,0126,4 かわせ大村歯科医院 〒522-0222 0749-28-9080大村　仁利 大村　仁利 平19. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     彦根市南川瀬町１５０１番地２０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16902,0128,0 太陽歯科医院 〒522-0041 0749-24-8241中川　陽一郎 中川　陽一郎 平20. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     彦根市平田町６７８番地１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17002,0129,8 つつみ歯科 〒522-0023 0749-24-2363堤　正彦 堤　正彦 平20. 5. 2歯   歯外 小歯診療所
     彦根市原町８５０番地１７５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17102,0130,6 イシカワ歯科 〒522-0043 0749-26-6999石川　央 石川　央 平20. 9. 1歯   矯歯 診療所
     彦根市小泉町１０６番地１ウィル常　勤:    1 新規 現存
     ライフ南彦根１０１号 (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17202,0132,2 今村歯科医院 〒522-0201 0749-22-0724本池　直行 本池　直行 平21. 1. 1歯   診療所
     彦根市高宮町２０００番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17302,0133,0 こば歯科・矯正歯科ク〒522-0086 0749-26-6050小林　哲也 小林　哲也 平21. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     リニック 彦根市後三条町４９４番２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17402,0136,3 いけだ歯科高宮診療所〒522-0201 0749-27-1717池田　昌弘 池田　昌弘 平21. 7. 1歯   歯外 矯歯診療所
     彦根市高宮町７０２番地５ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17502,0137,1 歯科白石医院 〒522-0037 0749-23-3084北尾　芳 北尾　芳 平21.10. 1歯   診療所
     彦根市岡町５番５号 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17602,0140,5 医療法人　きたがわ矯〒522-0201 0749-21-6480医療法人　きたがわ矯北河　秀規 平23.10. 1矯歯 歯   診療所
     正歯科 彦根市高宮町１４１８－１ウェル常　勤:    1正歯科　理事長　北河 開設者変 現存
     スＭｏｒｉ１Ｆ (歯       1)　秀規 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17702,0142,1 中島歯科医院 〒522-0071 0749-23-3907中島　千尋 中島　千尋 平25. 7. 1歯   小歯 診療所
     彦根市元町３番１２号 常　勤:    2 開設者変 現存
     (歯       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    19 頁

  17802,0143,9 しがや歯科医院 〒522-0047 0749-28-8755志萱　昭紀 志萱　昭紀 平25.11. 1歯   小歯 診療所
     彦根市日夏町３８００番地１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17902,0144,7 医療法人有真会　アッ〒522-0007 0749-47-6481医療法人　有真会　理右近　一晃 平25.11. 1歯   小歯 診療所
     トホーム彦根歯科医院彦根市古沢町２５５番地の１ 常　勤:    1事長　髙﨑　真一 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18002,0145,4 アンジュ　デンタル　〒522-0010 0749-21-4118宮戸　瑞紀 宮戸　瑞紀 平25.11. 1歯   小歯 診療所
     クリニック 彦根市駅東町５番８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18102,0146,2 サタケ歯科 〒522-0201 0749-23-0907佐竹　善久 佐竹　善久 平26. 6. 1歯   小歯 診療所
     彦根市高宮町１５５５－１フェー常　勤:    1 新規 現存
     ザントビル１Ｆ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18202,0147,0 あかい矯正歯科 〒522-0053 0749-30-9933赤井　妙子 赤井　妙子 平28. 4. 1矯歯 診療所
     彦根市大藪町２１６０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18302,0148,8 北村歯科医院 〒522-0068 0749-22-0622北村　和也 北村　和也 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     彦根市城町２－１５－７ 常　勤:    2 開設者変 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18402,0149,6 医療法人社団ちひろ会〒521-1105 0749-43-2400医療法人社団ちひろ会瀧居　喜博 平28. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     　たきい歯科医院 彦根市田原町３６５番地１ 常　勤:    1　理事長　瀧居　喜博 開設者変 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18502,0150,4 やまだファミリー歯科〒522-0055 0749-20-4393医療法人やまだファミ山田　賢 平29. 4. 1小歯 歯   矯歯診療所
     彦根市野瀬町５８－２ 常　勤:    1リー歯科　理事長　山 開設者変 現存
     (歯       1)田　賢 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18603,0001,7 岡野歯科医院 〒526-0059 0749-62-0083岡野　徳一郎 岡野　徳一郎 昭32. 9. 1歯   診療所
     長浜市元浜町７番３０号 常　勤:    2 更新 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18703,0021,5 岡野耕一歯科医院 〒526-0037 0749-62-6122岡野　耕一 岡野　耕一 昭45. 4.18歯   診療所
     長浜市高田町１１番１８号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 4.18
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  18803,0024,9 西本歯科医院 〒526-0037 0749-62-2934西本　利夫 西本　利夫 昭49. 6. 4歯   診療所
     長浜市高田町１４番２９号 常　勤:    3 更新 現存
     (歯       3) 平28. 6. 4
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18903,0027,2 武田歯科 〒526-0056 0749-62-0504武田　博 武田　博 昭51.11. 9歯   矯歯 診療所
     長浜市朝日町８番２５号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平24.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19003,0031,4 若森歯科医院 〒526-0054 0749-63-8766若森　眞 若森　眞 昭56. 2. 1歯   診療所
     長浜市大宮町８番７号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19103,0033,0 藤井歯科医院 〒526-0056 0749-63-1870藤井　洸 藤井　洸 昭58. 5. 6歯   診療所
     長浜市朝日町１番３号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19203,0034,8 高橋歯科医院 〒526-0033 0749-62-8010高橋　義弘 高橋　義弘 昭58.11. 1歯   診療所
     長浜市平方町細筏５７７番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19303,0035,5 松岡歯科医院 〒526-0015 0749-63-3344松岡　清 松岡　清 昭60. 3.20歯   診療所
     長浜市神照町７１９番地１８ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19403,0039,7 成田歯科医院 〒526-0031 0749-65-1188成田　益理 成田　益理 昭63. 3.31歯   矯歯 診療所
     長浜市八幡東町９番１号 常　勤:    2 更新 現存
     (歯       2) 平30. 3.31
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19503,0040,5 森歯科医院 〒526-0018 0749-62-1441森　新一郎 森　新一郎 昭63. 4. 1歯   診療所
     長浜市森町２６９番地４ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19603,0041,3 つじ歯科医院 〒526-0058 0749-65-2233辻　裕文 辻　裕文 昭63.12. 1歯   診療所
     長浜市南呉服町２番１１号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19703,0042,1 樋口歯科 〒526-0817 0749-65-3361樋口　昌弘 樋口　昌弘 平元. 6.13歯   診療所
     長浜市七条町７６９番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 6.13
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  19803,0043,9 川崎歯科医院 〒526-0831 0749-65-3222川崎　傳男 川崎　傳男 平元. 7.25歯   歯外 診療所
     長浜市宮司町字五反田７４番地２常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19903,0044,7 医療法人社団　中村歯〒526-0015 0749-62-4618医療法人社団　中村歯中村　忠 平元.10. 1歯   小歯 診療所
     科 長浜市神照町３４番７号 常　勤:    1科　理事長　中村　忠 更新 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20003,0045,4 廣部歯科医院 〒526-0841 0749-63-1266廣部　浩 廣部　浩 平元.12.16歯   診療所
     長浜市新栄町６４０番地４ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20103,0046,2 森島歯科医院 〒526-0037 0749-62-0610森島　繁 森島　繁 平 7. 3.18歯   診療所
     長浜市高田町６番３号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20203,0047,0 医療法人社団　北村歯〒526-0064 0749-63-6785医療法人社団　北村歯北村　隆信 平 7.10. 1歯   小歯 診療所
     科医院 長浜市殿町五丁目６番１９号 常　勤:    1科医院　理事長　北村 開設者変 現存
     (歯       1)　隆信 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20303,0048,8 中瀬歯科医院 〒526-0021 0749-65-0010中瀬　一輝 中瀬　一輝 平 8. 9. 2小歯 歯   診療所
     長浜市八幡中山町１２９７番地１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20403,0049,6 伊吹歯科クリニック 〒526-0001 0749-65-2650伊吹　千夏 伊吹　千夏 平 9. 5.20歯   診療所
     長浜市国友町３２０番地８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20503,0050,4 笹口歯科医院 〒526-0034 0749-68-2711笹口　博彰 笹口　博彰 平 9.10. 1歯   小歯 診療所
     長浜市弥高町１００番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20603,0053,8 松山歯科医院 〒526-0025 0749-62-2294松山　進 松山　進 平11. 1. 1歯   診療所
     長浜市分木町６番５５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20703,0054,6 草野歯科 〒526-0015 0749-68-0068草野　浩一 草野　浩一 平11. 3. 1歯   診療所
     長浜市神照町６６８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20803,0055,3 しみず歯科医院 〒526-0014 0749-63-7722清水　哲之 清水　哲之 平12.11. 1歯   診療所
     長浜市口分田町７９０番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
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  20903,0056,1 かが井歯科 〒526-0061 0749-68-0767加賀井　清 加賀井　清 平14.11.12歯   小歯 診療所
     長浜市祇園町７０４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21003,0058,7 ほんだ歯科クリニック〒526-0042 0749-62-0021本田　英貴 本田　英貴 平17. 1. 4歯   小歯 診療所
     長浜市勝町８３２番地 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 1. 4
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21103,0060,3 オリーブ歯科 〒526-0031 0749-68-0390川瀬　仁史 川瀬　仁史 平17.12. 1歯   小歯 診療所
     長浜市八幡東町６２９番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21203,0062,9 医療法人　しろやま歯〒526-0242 0749-74-3222医療法人　しろやま歯城山　淳一 平 9.12. 1歯   診療所
     科 長浜市三田町１３０８番地２７ 常　勤:    1科　理事長　城山　淳 開設者変 現存
     (歯       1)一 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21303,0064,5 川瀬歯科医院 〒526-0131 0749-72-4108川瀬　英嗣 川瀬　英嗣 平 3. 7. 1歯   診療所
     長浜市富田町４８７番地１ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21403,0065,2 牧歯科医院 〒526-0111 0749-72-5120橋本　牧子 橋本　牧子 平14. 8. 1歯   小歯 診療所
     長浜市川道町１８６７番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21503,0066,0 本康歯科クリニック 〒526-0103 0749-72-5222本康　盛昭 本康　盛昭 平17. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     長浜市曽根町７６７番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21603,0068,6 浅井歯科診療所 〒526-0266 0749-74-2281長浜市　長浜市長　藤林　浩志 平18. 2.13歯   診療所
     長浜市野田町１２７番地 常　勤:    1井　勇治 開設者変 現存
     (歯       1) 平30. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21703,0069,4 祇園歯科 〒526-0063 0749-63-8148大﨑　洋人 大﨑　洋人 平19.10. 1歯   小歯 診療所
     長浜市末広町２４０番地６ワイエ常　勤:    1 新規 現存
     フビル１７ (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21803,0070,2 いのくち歯科 〒526-0053 0749-62-2506井口　裕嗣 井口　裕嗣 平20. 6. 1歯   診療所
     長浜市宮前町６番２７号 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21903,0071,0 ハート歯科医院 〒526-0031 0749-64-0811浮田　健一 浮田　健一 平21. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     長浜市八幡東町１８７番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22003,0073,6 たかしな歯科クリニッ〒526-0021 0749-64-6480佐藤　雅一 佐藤　雅一 平21.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 長浜市八幡中山町３８９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22103,0074,4 饗場歯科医院 〒529-0111 0749-73-2126饗場　研策 饗場　研策 平元. 6. 8歯   診療所
     長浜市三川町１１３８番地 常　勤:    2 更新 現存
     (歯       2) 平28. 6. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22203,0075,1 やす歯科医院 〒529-0341 0749-78-8050野洌　秀樹 野洌　秀樹 平10.11. 3歯   矯歯 小歯診療所
     長浜市湖北町速水２７５２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22303,0078,5 松本歯科医院 〒529-0232 0749-85-4878松本　秀規 松本　秀規 昭56. 4.23歯   診療所
     長浜市高月町落川１９番地１ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22403,0079,3 中村歯科 〒529-0241 0749-85-4858中村　義則 中村　義則 昭56. 5.11歯   矯歯 小歯診療所
     長浜市高月町高月５９２番地４ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22503,0080,1 医療法人　安井歯科 〒529-0231 0749-85-3133医療法人　安井歯科　安井　久人 平 2.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長浜市高月町森本１０８番地 常　勤:    2理事長　安井　久人 更新 歯外 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22603,0081,9 医療法人清悠会　横井〒529-0425 0749-82-3553医療法人清悠会　理事横井　宏隆 平 3. 4. 1歯   診療所
     歯科医院 長浜市木之本町木之本１７１０番常　勤:    1長　横井　宏隆 更新 現存
     地１ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22703,0082,7 澤渡歯科医院 〒529-0426 0749-82-5767澤渡　新太郎 澤渡　新太郎 平 7. 4. 3歯   歯外 診療所
     長浜市木之本町黒田８３３番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22803,0084,3 大音歯科医院 〒529-0425 0749-82-2230大音　篤孝 大音　篤孝 平14.11. 1歯   診療所
     長浜市木之本町木之本１０８８ 常　勤:    2 所在地変 現存
     (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22903,0085,0 中之郷歯科診療所 〒529-0515 0749-86-8120長浜市　市長　藤井　安福　美昭 平22. 1. 1歯   診療所
     長浜市余呉町中之郷２４３４番地常　勤:    1勇治 開設者変 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23003,0086,8 西川歯科医院 〒526-0056 0749-62-0828西川　雅士 西川　雅士 平22. 2. 1歯   小歯 診療所
     長浜市朝日町４番２０号 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23103,0087,6 ノア歯科クリニック 〒526-0847 0749-64-5211柳本　雄史 柳本　雄史 平22. 3. 1歯   小歯 診療所
     長浜市山階町２７１番地１イオン常　勤:    1 開設者変 現存
     長浜店１階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23203,0089,2 あおば横井歯科医院 〒529-0701 0749-88-8010横井　秀典 横井　秀典 平25. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     長浜市西浅井町塩津浜１４５８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23303,0091,8 西連寺歯科クリニック〒529-0343 0749-50-6792西連寺　央康 西連寺　央康 平25. 5. 1歯   小歯 診療所
     長浜市湖北町小倉１８３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23403,0093,4 坂本歯科医院 〒526-0052 0749-62-6480坂本　信樹 坂本　信樹 平28. 3. 1歯   診療所
     長浜市神前町６－８ 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23504,0024,7 尾賀歯科医院 〒523-0869 0748-32-2813尾賀　良子 尾賀　良子 昭50.12.15歯   診療所
     近江八幡市魚屋町上１８番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23604,0029,6 松崎歯科医院 〒523-0031 0748-34-8686松崎　好信 松崎　好信 昭57.10. 2歯   診療所
     近江八幡市堀上町１３４番地３ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平24.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23704,0034,6 北村歯科医院 〒523-0862 0748-32-2513北村　公史郎 北村　公史郎 昭60. 4. 1歯   診療所
     近江八幡市仲屋町中１９番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23804,0040,3 富永歯科医院 〒523-0016 0748-37-7002富永　章一 富永　章一 平元.12. 1歯   診療所
     近江八幡市千僧供町５９１番地１常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23904,0045,2 立木歯科医院 〒523-0876 0748-33-2038立木　健 立木　健 平 4. 1. 1歯   診療所
     近江八幡市本町四丁目２ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24004,0046,0 岡田歯科医院 〒523-0058 0748-32-2102岡田　勝美 岡田　勝美 平 4. 1.22歯   小歯 矯歯診療所
     近江八幡市加茂町３６２４番地２常　勤:    1 更新 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 1.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24104,0047,8 横矢歯科診療所 〒523-0891 0748-32-4161横矢　喬 横矢　喬 平 4. 4.20歯   歯外 診療所
     近江八幡市鷹飼町１５８８番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24204,0048,6 磯部歯科医院 〒523-0891 0748-37-7272磯部　祥久 磯部　祥久 平 4. 8. 1歯   診療所
     近江八幡市鷹飼町７１１番地１ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24304,0050,2 氏家歯科医院 〒523-0893 0748-36-8738氏家　達也 氏家　達也 平 5.11.15歯   診療所
     近江八幡市桜宮町２１０番地１４常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29.11.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24404,0053,6 医療法人　中村歯科医〒523-0056 0748-33-9176医療法人　中村歯科医中村　寧治 平 7.11. 1歯   診療所
     院 近江八幡市古川町１１７３番地５常　勤:    1院　理事長　中村　寧 所在地変 現存
     ０ (歯       1)治 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24504,0058,5 医療法人　伊東歯科ク〒523-0896 0748-34-6091医療法人　伊東歯科ク伊東　伸晃 平11. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 近江八幡市鷹飼町北三丁目７番６常　勤:    2リニック　理事長　伊 開設者変 現存
     号 (歯       2)東　伸晃 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24604,0059,3 あさひ歯科クリニック〒523-0898 0748-37-5554内濵　啓次 内濵　啓次 平11. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     近江八幡市鷹飼町南３丁目５番８常　勤:    1 新規 歯外 現存
     号ＯＨプラザ１階 (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24704,0060,1 鎌田歯科医院 〒523-0041 0748-34-8063鎌田　高彰 鎌田　高彰 平11. 6. 1歯   診療所
     近江八幡市中小森町３０３番地５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24804,0064,3 井田歯科医院武佐診療〒523-0012 0748-37-7861井田　俊子 井田　俊子 平12. 7. 4歯   小歯 矯歯診療所
     所 近江八幡市武佐町５８６番地３ 常　勤:    2 その他 現存
     (歯       2) 平24. 7. 4
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24904,0066,8 おおまえ矯正歯科 〒523-0892 0748-32-0233大前　博昭 大前　博昭 平14. 7.15矯歯 歯   小歯診療所
     近江八幡市出町９１７番地２ 常　勤:    1 所在地変 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25004,0068,4 寺尾歯科医院 〒523-0062 0748-32-2868寺尾　寿高 寺尾　寿高 平15. 6. 2歯   小歯 診療所
     近江八幡市丸の内町４－４８ 常　勤:    1 所在地変 現存
     (歯       1) 平27. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25104,0070,0 くらがき歯科医院 〒523-0031 0748-31-3538倉垣　武彦 倉垣　武彦 平16. 7. 1歯   小歯 診療所
     近江八幡市堀上町３４５番地１５常　勤:    1 所在地変 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25204,0071,8 八幡駅前歯科 〒523-0891 0748-31-3677医療法人　Ｋ・Ｄ・Ｔ星山　高角 平17.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     近江八幡市鷹飼町５７７番地 常　勤:    3　理事長　木村　正弘 開設者変 歯外 現存
     (歯       3) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25304,0072,6 出町歯科クリニック 〒523-0892 0748-36-6223加古　宗慶 加古　宗慶 平22. 1. 1歯   診療所
     近江八幡市出町６７６番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25404,0074,2 マナベ歯科医院 〒521-1334 0748-46-6480真部　滋記 真部　滋記 平 5. 8.17歯   小歯 矯歯診療所
     近江八幡市安土町西老蘇５８番地常　勤:    1 更新 現存
     １６ (歯       1) 平29. 8.17
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25504,0075,9 安土デンタルクリニッ〒521-1341 0748-46-4797久保　活身 久保　活身 平 8. 8. 1歯   矯歯 診療所
     ク 近江八幡市安土町上豊浦１３６７常　勤:    1 所在地変 現存
     番地 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25604,0076,7 医療法人　宿院歯科医〒521-1311 0748-46-5682医療法人　宿院歯科医宿院　安男 平13.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 近江八幡市安土町下豊浦９２２１常　勤:    1院　理事長　宿院　安 開設者変 現存
     番地２ (歯       1)男 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  25704,0078,3 矢野歯科クリニック 〒523-0891 0748-37-8117矢野　正 矢野　正 平22. 4. 1歯   歯外 診療所
     近江八幡市鷹飼町１７９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25804,0079,1 松橋歯科医院 〒523-0894 0748-32-5740松橋　洋一 松橋　洋一 平23. 1.15歯   小歯 矯歯診療所
     近江八幡市中村町１９番地７ 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平29. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25904,0080,9 フジ歯科クリニック 〒523-0032 0748-33-2824藤關　陽平 藤關　陽平 平23. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     近江八幡市白鳥町８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26004,0081,7 あかい歯科医院 〒523-0043 0748-32-2223赤井　紀之 赤井　紀之 平23. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     近江八幡市池田本町１１０１－８常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26104,0082,5 クラウド歯科 〒523-0894 0748-33-1100三宅　将太 三宅　将太 平23. 8. 9歯   小歯 矯歯診療所
     近江八幡市中村町２１番地１２ 常　勤:    2 開設者変 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 8. 9
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26204,0083,3 藤関歯科医院 〒521-1341 0748-46-4567藤関　源平 藤関　源平 平24. 3. 1歯   診療所
     近江八幡市安土町上豊浦１２１３常　勤:    1 開設者変 現存
     番地１ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26304,0084,1 医療法人　湖翔会　ふ〒523-0898 0748-37-8822医療法人　湖翔会　ふ古川　和仁 平24.10. 1歯   小歯 診療所
     るかわ歯科クリニック近江八幡市鷹飼町南一丁目４番７常　勤:    1るかわ歯科クリニック 開設者変 現存
     (歯       1)　理事長　古川　和仁 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26404,0086,6 サンロード黒岩歯科 〒523-0891 0748-31-2711黒岩　敏彦 黒岩　敏彦 平27. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     近江八幡市鷹飼町１５２１ 常　勤:    1 所在地変 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26504,0087,4 せんだ歯科クリニック〒521-1311 0748-46-2701医療法人千慶会　理事千田　弘之 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     近江八幡市安土町下豊浦２８３３常　勤:    1長　千田　弘之 開設者変 現存
     番１ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26604,0088,2 髙田歯科医院 〒523-0061 0748-32-8846髙田　克重 髙田　克重 平29. 6.30歯   歯外 小歯診療所
     近江八幡市江頭町４２１ 常　勤:    1 開設者変 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 6.30
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26705,0027,7 住井歯科医院 〒527-0033 0748-22-1290住井　正勝 住井　正勝 昭59. 2. 1歯   小歯 診療所
     東近江市東沖野三丁目１番２５号常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26805,0032,7 にしざわ歯科医院 〒527-0032 0748-25-2438西澤　孝浩 西澤　孝浩 平 3. 5. 7歯   小歯 診療所
     東近江市春日町２番２６号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26905,0035,0 医療法人健歯会　住井〒527-0017 0748-22-4567医療法人　健歯会　理瀬戸　俊男 平 4. 1. 1歯   診療所
     第二歯科医院 東近江市昭和町１番１８号 常　勤:    2事長　住井　裕 更新 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27005,0038,4 たつやま歯科医院 〒527-0051 0748-25-0360医療法人　真成会　理鄭　成一（龍山政弘）平 6. 2. 1歯   診療所
     東近江市林田町１２９２番地 常　勤:    1事長　龍山　政弘 更新 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27105,0039,2 いだ　はいしゃ 〒527-0011 0748-22-3636井田　直子 井田　直子 平 6.10. 3歯   小歯 矯歯診療所
     東近江市八日市浜野町５０３番地常　勤:    1 更新 現存
     ・５０５番地１ (歯       1) 平24.10. 3
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27205,0045,9 みなみ歯科 〒527-0028 0748-22-0225南　貴洋 南　貴洋 平12. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東近江市八日市金屋二丁目６番３常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27305,0048,3 松 緑町歯科 〒527-0023 0748-23-5374松吉　正登 松吉　正登 平12. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東近江市八日市緑町１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27405,0057,4 おおにし歯科クリニッ〒527-0013 0748-22-5665大西　啓之 大西　啓之 平15.12.15歯   小歯 診療所
     ク 東近江市東中野町１０番１４号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27505,0060,8 マキノ歯科医院 〒527-0015 0748-24-5300槙野　淳 槙野　淳 平16. 9. 1歯   診療所
     東近江市中野町８００番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27605,0061,6 織田歯科医院 〒527-0231 0748-27-0029織田　幸裕 織田　幸裕 平15. 8.23歯   小歯 歯外診療所
     東近江市山上町３６９６番地 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 8.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27705,0063,2 やまだ歯科 〒529-1441 0748-48-5757山田　康博 山田　康博 平元. 3. 1歯   診療所
     東近江市五個荘川並町５３番地５常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27805,0064,0 宮澤歯科医院 〒529-1422 0748-48-5145宮澤　英二 宮澤　英二 平元. 4.14歯   診療所
     東近江市五個荘小幡町６６４番地常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27905,0065,7 市田歯科医院 〒529-1444 0748-48-6480市田　一弘 市田　一弘 平 6. 1.10歯   小歯 診療所
     東近江市五個荘石塚町１６番１号常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28005,0066,5 医療法人社団　川副歯〒527-0162 0749-46-0461医療法人社団　川副歯川副　洋次 平 5. 3. 1歯   診療所
     科医院 東近江市妹町５０３番地 常　勤:    2科医院　理事長　川副 更新 現存
     (歯       2)　洋次 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28105,0067,3 村山歯科医院 〒527-0104 0749-45-3123村山　匡央 村山　匡央 昭57. 4. 3歯   診療所
     東近江市読合堂町５９６番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28205,0069,9 加藤歯科医院 〒527-0135 0749-45-0115小嶋　容子 小嶋　容子 平16. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東近江市横溝町８７４番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28305,0071,5 村上歯科医院 〒527-0011 0748-22-0355村上　隆弘 村上　隆弘 平17. 6.27歯   診療所
     東近江市八日市浜野町４番１号 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平29. 6.27
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28405,0073,1 竜歯科医院 〒529-1537 0748-55-4100医療法人社団　竜歯科竜　嘉哲 平 6. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東近江市市子殿町１３３８番地 常　勤:    1医院　理事長　竜　嘉 更新 現存
     (歯       1)哲 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28505,0074,9 岡田歯科医院 〒529-1531 0748-55-2228岡田　宗一郎 岡田　宗一郎 平 8. 1. 3歯   小歯 診療所
     東近江市市子川原町９９８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28605,0075,6 桜川歯科医院 〒529-1572 0748-55-4861吉村　圭浩 吉村　圭浩 平12. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     東近江市桜川西町１２９番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28705,0080,6 はしもと歯科医院 〒521-1225 0748-42-6171橋本　享 橋本　享 平 3.10. 1歯   診療所
     東近江市山路町５９１番地４ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28805,0081,4 医療法人社団旭ケ丘歯〒521-1213 0748-42-1117医療法人社団旭ケ丘歯中村　勇人 平 6. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科クリニック 東近江市神郷町９３９番地３９ 常　勤:    1科クリニック　理事長 更新 現存
     (歯       1)　中村　勇人 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28905,0082,2 伊藤歯科医院 〒521-1231 0748-42-5858伊藤　文昭 伊藤　文昭 平 9. 5. 6小歯 歯   診療所
     東近江市能登川町５１番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29005,0083,0 佐々木歯科医院 〒521-1222 0748-42-6874佐々木　真啓 佐々木　真啓 平15. 6. 3歯   小歯 矯歯診療所
     東近江市佐野町４８４－６１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29105,0084,8 クオレ歯科クリニック〒521-1215 0748-42-3386髙橋　克哉 髙橋　克哉 平17.12. 1歯   小歯 診療所
     東近江市佐生町１５５番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29205,0085,5 小川歯科医院 〒521-1221 0748-42-2130小川　勝弘 小川　勝弘 平19. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東近江市垣見町７１９番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29305,0086,3 おがわ東歯科 〒521-1222 0748-42-8191小川　益弘 小川　益弘 平19. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東近江市佐野町４０３番地７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29405,0091,3 井田歯科医院 〒527-0045 0748-22-5610井田　勝康 井田　勝康 平21. 5.11歯   診療所
     東近江市中小路町４８２番地６ 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平27. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29505,0092,1 井田歯科診療所 〒527-0028 0748-23-4588井田　勝康 井田　勝康 平21. 5.11歯   診療所
     東近江市八日市金屋一丁目３番１常　勤:    1 開設者変 現存
     １号 (歯       1) 平27. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29605,0093,9 にとべ歯科クリニック〒521-1221 0748-42-9536二藤部　敦 二藤部　敦 平21.11. 1歯   小歯 診療所
     東近江市垣見町代浄権１５９６番常　勤:    2 新規 現存
     地 (歯       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29705,0094,7 井田歯科本院 〒527-0029 0748-23-0157井田　孝夫 井田　孝夫 平21.12. 1歯   小歯 診療所
     東近江市八日市町１０番２１号 常　勤:    1 所在地変 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29805,0095,4 加藤歯科医院 〒529-1421 0748-48-2625加藤　順子 加藤　順子 平22. 8. 1歯   診療所
     東近江市五個荘竜田町３３０番地常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29905,0100,2 のとがわ中央歯科 〒521-1224 0748-42-2105川南　壮平 川南　壮平 平27. 6. 1歯   診療所
     東近江市林町６７９番地 常　勤:    3 開設者変 現存
     (歯       3) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30005,0102,8 村上歯科クリニック 〒527-0021 0748-43-2330村上　拓也 村上　拓也 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     東近江市八日市東浜町２－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30105,0103,6 藤居歯科医院 〒521-1224 0748-42-0240藤居　正博 藤居　正博 平28. 5. 7歯   診療所
     東近江市林町９番地２ 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平28. 5. 7
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30205,0104,4 井田歯科東診療所 〒527-0025 0748-23-5222槇野　英美子 槇野　英美子 平28. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東近江市八日市東本町９－２ 常　勤:    2 開設者変 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30305,0106,9 川南歯科医院 〒521-1203 0748-42-0419川南　雄作 川南　雄作 平29. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東近江市川南町１０９０ 常　勤:    2 開設者変 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30405,0107,7 医療法人社団　ディラ〒527-0033 0748-20-1182医療法人社団　ディラ加藤　泰二 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     イトデンタルケア　だ東近江市東沖野４丁目２ー５ 常　勤:    3イトデンタルケア　理 開設者変 現存
     いき歯科クリニック (歯       3)事長　加藤　泰二 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30505,0108,5 東近江歯科 〒527-0015 0748-20-0886神谷　園子 神谷　園子 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東近江市中野町９９２番地１ 常　勤:    3 開設者変 歯外 現存
     (歯       3) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30605,0109,3 阿部Ｄ歯科医院 〒521-1212 0748-36-3022阿部　直樹 阿部　直樹 平29. 8. 1歯   歯外 診療所
     東近江市種町１７１０－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30705,0110,1 きむら歯科醫院 〒527-0021 0748-22-0234医療法人Ｋ・Ｄ・Ｔ　杉江　千尋 平30. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東近江市八日市東浜町２番２８号常　勤:    4理事長　木村　正弘 開設者変 歯外 現存
     (歯       4) 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30805,0111,9 ひめの歯科クリニック〒527-0002 0748-36-2518姫野　慎市 姫野　慎市 平30. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東近江市建部上中町６０６番地 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30906,0008,5 岡崎歯科医院 〒525-0032 077-562-1020岡崎　正 岡崎　正 昭41. 4. 1歯   診療所
     草津市大路二丁目３番６号 常　勤:    2 更新 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31006,0018,4 山元歯科医院 〒525-0051 077-564-2894山元　善弘 山元　善弘 昭51. 2. 1歯   診療所
     草津市木川町中野１１１８番地４常　勤:    1 更新 現存
     ０ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31106,0020,0 後藤歯科医院 〒525-0034 077-564-2678後藤　智学 後藤　智学 昭52. 9. 1歯   診療所
     草津市草津一丁目５番２４号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31206,0021,8 二宮第二歯科 〒525-0028 077-563-5757二宮　健司 二宮　健司 昭53. 4. 1歯   診療所
     草津市上笠二丁目７番１７号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31306,0029,1 有馬歯科クリニック 〒525-0034 077-565-1516有馬　健雄 有馬　健雄 昭59. 4.15歯   診療所
     草津市草津一丁目１０番１６号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31406,0031,7 堀井歯科医院 〒525-0063 077-562-0725堀井　久美子 堀井　久美子 昭61. 1. 1歯   診療所
     草津市南山田町７５７番地６ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31506,0035,8 田中歯科医院 〒525-0059 077-565-3791田中　晃仁 田中　晃仁 平元. 3. 1歯   診療所
     草津市野路五丁目２０番１１号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31606,0036,6 おおくぼ歯科医院 〒525-0027 077-565-4406大久保　丞二 大久保　丞二 平元. 3. 1歯   小歯 診療所
     草津市野村町二丁目２番１号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31706,0043,2 草津たかはし歯科医院〒525-0036 077-564-9180高橋　桂二 高橋　桂二 平 2.10.10歯   矯歯 小歯診療所
     草津市草津町１５２７番地１　ベ常　勤:    2 更新 現存
     ルエール草津１階 (歯       2) 平29.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31806,0046,5 医療法人　きのせ歯科〒525-0054 077-564-2721医療法人　きのせ歯科黄瀬　勉 平 4. 4. 1歯   診療所
     医院 草津市東矢倉二丁目８番５号 常　勤:    2医院　理事長　黄瀬　 更新 現存
     (歯       2)勉 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31906,0049,9 久徳歯科 〒525-0034 077-567-5566山本　勲 山本　勲 平 5.11. 1小歯 歯   診療所
     草津市草津二丁目４番１７号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32006,0050,7 医療法人白美会　草津〒525-0025 077-567-6480医療法人　白美会　理高　明秀 平 5.12. 1小歯 歯   矯歯診療所
     歯科医院 草津市西渋川一丁目１６番５１号常　勤:    1事長　岩井　英子 更新 歯外 現存
     パステルエイト１階 (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32106,0051,5 林歯科医院 〒525-0032 077-562-0365林　孝次 林　孝次 平 5.12. 3歯   診療所
     草津市大路一丁目１５番６号 常　勤:    2 更新 現存
     (歯       2) 平29.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32206,0052,3 梅影歯科医院 〒525-0027 077-564-3388梅影　泰光 梅影　泰光 平 6. 2. 1歯   診療所
     草津市野村七丁目１７番２０号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
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  32306,0057,2 村井歯科医院 〒525-0059 077-561-7337村井　三徳 村井　三徳 平 9. 4. 7歯   診療所
     草津市野路一丁目７番２１－２０常　勤:    1 新規 現存
     ８号　 (歯       1) 平30. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32406,0058,0 高田歯科 〒525-0059 077-561-4388高田　浩一 高田　浩一 平 9. 6. 4歯   小歯 診療所
     草津市野路一丁目１４番３８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32506,0061,4 滋賀県歯科医師会口腔〒525-0072 077-564-6692一般社団法人滋賀県歯芦田　欣一 平10. 4. 1歯   診療所
     衛生センター 草津市笠山七丁目４番４３号 常　勤:    1科医師会　会長　芦田 新規 現存
     (歯       1)　欣一 平28. 4. 1
     非常勤:   71
     (歯      71)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32606,0063,0 あまつ歯科医院 〒525-0048 077-564-5925天津　みゆき 天津　みゆき 平10. 7. 6歯   小歯 診療所
     草津市追分南二丁目１番５ファミ常　勤:    2 新規 現存
     ールＤＡＮ１Ｇ (歯       2) 平28. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32706,0066,3 志津歯科 〒525-0041 077-569-0118水舩　展克 水舩　展克 平11. 1.11歯   診療所
     草津市青地町１６０３番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32806,0067,1 芝田歯科クリニック 〒525-0066 077-569-2022芝田　寿 芝田　寿 平11.11. 1歯   診療所
     草津市矢橋町１１６８番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32906,0071,3 草津中央歯科クリニッ〒525-0028 077-565-8038石田　朋敬 石田　朋敬 平13. 8.20歯   小歯 矯歯診療所
     ク 草津市上笠二丁目３２番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33006,0072,1 戸崎歯科 〒525-0037 077-566-8086戸崎　宏樹 戸崎　宏樹 平14. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     草津市西大路町６番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33106,0073,9 医療法人社団真和会　〒525-0059 077-569-5505医療法人社団　真和会飛田　起秀 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     南草津歯科 草津市野路一丁目１３番３６号 常　勤:    2　理事長　飛田　起秀 開設者変 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33206,0074,7 こやま歯科医院 〒525-0048 077-564-5877小山　道男 小山　道男 平14. 5. 9歯   診療所
     草津市追分南８丁目３番４号 常　勤:    1 所在地変 現存
     (歯       1) 平26. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33306,0076,2 伊庭歯科医院 〒525-0067 077-563-7919伊庭　徹也 伊庭　徹也 平15. 4. 7歯   歯外 小歯診療所
     草津市新浜町４３０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33406,0077,0 橋本矯正歯科クリニッ〒525-0032 077-565-2412医療法人　白翔会　理橋本　隆志 平15. 5. 1矯歯 診療所
     ク 草津市大路一丁目１４番１号伽羅 事長　橋本　隆志 所在地変 現存
     コート草津壱番館　Ｂ１ 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33506,0078,8 こばやし歯科 〒525-0066 077-561-0011小林　友也 小林　友也 平15. 6. 6歯   小歯 診療所
     草津市矢橋町中林１５１８－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33606,0079,6 つかだ歯科医院 〒525-0032 077-567-9682束田　寿夫 束田　寿夫 平15.12. 8歯   診療所
     草津市大路一丁目１２番１号星空常　勤:    1 新規 現存
     館４階 (歯       1) 平27.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33706,0080,4 しもがさベリー歯科ク〒525-0029 077-568-3819長谷川　秀男 長谷川　秀男 平16. 1. 9歯   小歯 歯外診療所
     リニック 草津市下笠町７５番７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33806,0081,2 医療法人　丸山歯科医〒525-0037 077-561-8217医療法人　丸山歯科医丸山　芳樹 平16. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     院 草津市西大路町７番７－４号 常　勤:    2院　理事長　丸山　芳 開設者変 現存
     (歯       2)樹 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33906,0082,0 アキデンタルクリニッ〒525-0054 077-569-5055金　朝煥（金海　朝煥金朝煥（金海　朝煥）平16.12. 7歯   小歯 診療所
     ク 草津市東矢倉二丁目３５番２５号常　勤:    1） 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34006,0085,3 みやけ歯科 〒525-0053 077-561-6788三宅　冬比古 三宅　冬比古 平17. 5.16歯   小歯 歯外診療所
     草津市矢倉一丁目３番５７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34106,0086,1 十禅歯科クリニック 〒525-0058 077-563-9908堤　厚人 堤　厚人 平18. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     草津市野路東５－２５－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34206,0092,9 香川歯科医院 〒525-0028 077-565-7745香川　昭二 香川　昭二 平19. 2. 1歯   診療所
     草津市上笠三丁目１８番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34306,0094,5 医療法人　むらお矯正〒525-0037 077-564-9564医療法人　むらお矯正村防　睦樹 平19. 4. 1矯歯 歯   診療所
     歯科クリニック 草津市西大路町８番１１号 常　勤:    2歯科クリニック　理事 開設者変 現存
     (歯       2)長　村防　睦樹 平25. 4. 1
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  34406,0097,8 山本歯科クリニック 〒525-0027 077-576-1836山本　博一 山本　博一 平20. 4. 1歯   診療所
     草津市野村八丁目８番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34506,0098,6 南歯科クリニック 〒525-0037 077-564-0168南　英世 南　英世 平20. 3. 3歯   診療所
     草津市西大路町１番２７号 常　勤:    1 所在地変 現存
     (歯       1) 平26. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34606,0104,2 ナオデンタルオフィス〒525-0050 077-566-8885竹村　尚記 竹村　尚記 平21. 6. 1歯   診療所
     　竹村歯科 草津市南草津二丁目３番地６プリ常　勤:    1 新規 現存
     エールソシア１０２号室 (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34706,0105,9 多喜歯科診療所 〒525-0048 077-566-4012多喜　豊和 多喜　豊和 平21. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     草津市追分南５丁目１０番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34806,0107,5 やまぐち歯科 〒525-0050 077-561-4000山口　靖彦 山口　靖彦 平21.10. 1歯   矯歯 診療所
     草津市南草津　３丁目５－４ 常　勤:    6 新規 現存
     (歯       6) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34906,0109,1 草津駅前デンタルクリ〒525-0032 077-567-0700寺村　俊 寺村　俊 平21. 9. 1歯   診療所
     ニック 草津市大路一丁目７番１－１１１常　勤:    2 開設者変 現存
     号 (歯       2) 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35006,0110,9 にしだ歯科医院 〒525-0050 077-562-8377西田　和広 西田　和広 平21.12. 1歯   小歯 診療所
     草津市南草津二丁目４番地５－１常　勤:    1 新規 現存
     ０２号レジェ南草津 (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35106,0112,5 ふせファミリー歯科 〒525-0006 077-568-2266布施　吉彦 布施　吉彦 平22. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     草津市志那中町８番地６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35206,0113,3 湖南歯科 〒525-0036 077-567-8470医療法人社団英真会　加藤　英材 平23. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     草津市草津町糠田１５１１ 常　勤:    2理事長　加藤　真由 開設者変 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35306,0114,1 Ｅデンタルクリニック〒525-0023 077-569-4733遠藤　哲司 遠藤　哲司 平23. 7. 1歯   診療所
     草津市平井２－８－１０ＴＭ草津常　勤:    1 新規 現存
     ビル１－Ａ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35406,0115,8 純歯科医院 〒525-0032 077-598-6491山本　純 山本　純 平23. 9. 1歯   小歯 診療所
     草津市大路一丁目１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35506,0116,6 ひとみ小町歯科 〒525-0028 077-516-4180岡田　ひとみ 岡田　ひとみ 平23.10. 1歯   診療所
     草津市上笠四丁目３－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35606,0118,2 加藤歯科医院 〒525-0027 077-561-0319加藤　竜朗 加藤　竜朗 平24. 8. 1歯   小歯 診療所
     草津市野村四丁目１６番１号　さ常　勤:    1 所在地変 現存
     つき１階 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35706,0119,0 医療法人社団武琉会　〒525-0032 077-566-3462医療法人社団武琉会　奥田　浩平 平24.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     奥田歯科 草津市大路二丁目１番７号プレサ常　勤:    1理事長　奥田浩平 所在地変 歯外 現存
     ンスロジェ草津１０１号 (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35806,0120,8 医療法人社団碧森会　〒525-0067 077-518-7800医療法人社団碧森会　森　光伸 平24.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     森歯科医院 草津市新浜町３００番地　イオン常　勤:    1理事長　森　光伸 開設者変 現存
     モール草津１３２ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35906,0121,6 医療法人聖歯会　上野〒525-0045 077-567-1150医療法人聖歯会　理事上野　京 平25. 4. 1歯   診療所
     歯科医院 草津市若草五丁目８番地２０ 常　勤:    2長　上野　京 開設者変 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36006,0122,4 かず歯科クリニック 〒525-0025 077-584-4618大野　和夫 大野　和夫 平25. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     草津市西渋川一丁目１７番２０号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     フォースビル１Ｆ (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36106,0123,2 医療法人社団翔龍会　〒525-0027 077-569-0030医療法人社団　翔龍会石井　真一郎 平25.10. 2歯   矯歯 小歯診療所
     いしい歯科 草津市野村一丁目２０番２８号 常　勤:    1　理事長　石井　真一 開設者変 歯外 現存
     (歯       1)郎 平25.10. 2
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36206,0124,0 オリハラ歯科クリニッ〒525-0048 077-599-1145折原　雅洋 折原　雅洋 平26. 2. 1歯   矯歯 診療所
     ク 草津市追分南３－２６－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36306,0125,7 みなみ草津ファミリー〒525-0055 077-569-5870医療法人　悠翔会　理長尾　大輔 平26. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科 草津市野路町片原６６３番地１ソ常　勤:    1事長　長尾　大輔 開設者変 現存
     レイユ豊Ⅱ (歯       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36406,0127,3 医療法人清明会　あゆ〒525-0021 077-564-8011医療法人清明会　理事鮎川　幸一郎 平26.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     かわ歯科クリニック 草津市川原一丁目８番１０号 常　勤:    1長　鮎川　幸一郎 開設者変 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36506,0128,1 医療法人耕悠会　草津〒525-0026 077-569-4880医療法人耕悠会　理事入江　真之 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     いりえ歯科クリニック草津市渋川１丁目２－２６ザ・草常　勤:    1長　入江　真之 開設者変 現存
     津タワー２階 (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36606,0129,9 いしはら歯科クリニッ〒525-0047 077-565-2822石原　靖久 石原　靖久 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 草津市追分一丁目４番２５－３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36706,0130,7 大上歯科医院 〒525-0033 077-563-4678大上　啓輔 大上　啓輔 平28. 3. 1歯   診療所
     草津市東草津三丁目５番２７号 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36806,0132,3 医療法人かがやき歯科〒525-0048 077-558-8851医療法人かがやき歯科浅野　博 平28. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     クリニック 草津市追分南二丁目１番９号 常　勤:    2クリニック　理事長　 所在地変 矯歯 現存
     (歯       2)浅野　博 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36906,0133,1 医療法人　あきひこ　〒525-0041 077-569-5695医療法人　あきひこ　秋吉　美智彦 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     アキヨシデンタルクリ草津市青地町６９２番地８ 常　勤:    1理事長　秋吉　美智彦 開設者変 歯外 現存
     ニック (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37007,0006,7 津曲歯科 〒524-0021 077-583-3101津曲　雅美 津曲　雅美 昭53. 7.10歯   矯歯 小歯診療所
     守山市吉身二丁目６番４４号 常　勤:    1 更新 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37107,0013,3 横山歯科医院 〒524-0002 077-583-8738横山　章 横山　章 昭58.11. 1歯   診療所
     守山市小島町９３５番地１０６ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37207,0014,1 ごとう歯科医院 〒524-0102 077-585-4332後藤　諦 後藤　諦 昭58.12. 1歯   小歯 診療所
     守山市水保町２２２１番地５ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37307,0015,8 西川歯科医院 〒524-0033 077-583-2348西川　康博 西川　康博 昭59. 5. 1歯   診療所
     守山市浮気町３００番１５号グラ常　勤:    1 更新 現存
     ンドメゾン守山２－１０７号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37407,0017,4 谷口歯科医院 〒524-0044 077-582-3481谷口　雄二 谷口　雄二 昭60. 3.20歯   小歯 診療所
     守山市古高町６２２番地３ 常　勤:    2 更新 現存
     (歯       2) 平30. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37507,0021,6 川村歯科診療所 〒524-0037 077-582-2214川村　純子 川村　純子 昭63. 6. 1歯   診療所
     守山市梅田町８番１８号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37607,0022,4 東條歯科医院 〒524-0036 077-582-7164東條　博充 東絛　博充 昭63.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     守山市伊勢町４５１番地１３２ 常　勤:    1 更新 歯外 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37707,0025,7 柴田歯科医院 〒524-0012 077-583-8217柴田　稔 柴田　稔 平元. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     守山市播磨田町１２７５番地１ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37807,0032,3 佐藤歯科医院 〒524-0022 077-583-2075佐藤　誠 佐藤　誠 平 5. 7. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     守山市守山二丁目５番９号 常　勤:    2 更新 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    40 頁

  37907,0033,1 大橋歯科クリニック 〒524-0012 077-581-0084大橋　哲 大橋　哲 平 6. 4.25小歯 歯   矯歯診療所
     守山市播磨田町６８３番地１ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 4.25
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38007,0034,9 髙橋歯科医院 〒524-0046 077-582-2053中川　昭子 中川　昭子 平 6.12.12歯   診療所
     守山市今宿一丁目２番１５号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平27.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38107,0036,4 ひがき歯科医院 〒524-0044 077-583-8188檜垣　学 檜垣　学 昭 7. 4.17小歯 歯   診療所
     守山市古高町３８０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38207,0038,0 守山歯科診療所 〒524-0022 077-582-0885馬場　多恵子 馬場　多恵子 平 7.11. 8歯   診療所
     守山市守山六丁目８番１７号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38307,0042,2 なかの歯科医院 〒524-0041 077-514-3323中野　勝弘 中野　勝弘 平13. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     守山市勝部三丁目１０番３９号フ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ァミール守山１階 (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38407,0045,5 うえむら歯科医院 〒524-0013 077-582-7434上村　康雄 上村　康雄 平14. 3. 1歯   小歯 診療所
     守山市下之郷一丁目１１番５号 常　勤:    1 所在地変 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38507,0047,1 坪田歯科医院 〒524-0102 077-585-7776坪田　博行 坪田　博行 平14.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     守山市水保町字北川１１３６－３常　勤:    1 更新 現存
     １ (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38607,0048,9 岡村歯科診療所 〒524-0037 077-583-8008医療法人　金亀会　理岡村　貞一 平15. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     守山市梅田町４番３１号 常　勤:    2事長　岡村　貞一 開設者変 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38707,0050,5 くすの木歯科 〒524-0022 077-514-3399医療法人社団　ゆうき岡山　圭一 平16. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     守山市守山五丁目８番１１号２ 常　勤:    1会　理事長　岡山　圭 開設者変 歯外 現存
     (歯       1)一 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38807,0051,3 モリタ歯科医院 〒524-0021 077-582-1212森田　潤 森田　潤 平18.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     守山市吉身三丁目１番１２号－１常　勤:    4 所在地変 現存
     (歯       4) 平24.10. 1
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  38907,0052,1 奥村歯科医院 〒524-0102 077-585-7575奥村　喜与子 奥村　喜与子 平22.11. 1歯   小歯 診療所
     守山市水保町１２５５番地８ 常　勤:    2 開設者変 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39007,0053,9 ハル歯科医院 〒524-0045 077-514-1500春日井　仁丸 春日井　仁丸 平23.12. 1歯   小歯 診療所
     守山市金森町字赤塚９９２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39107,0055,4 たむら歯科クリニック〒524-0037 077-581-1055田村　浩一 田村　浩一 平24. 7. 2歯   小歯 診療所
     守山市梅田町１０番１　２０２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39207,0057,0 医療法人せの歯科医院〒524-0012 077-581-3707医療法人せの歯科医院瀬野　富夫 平25. 3. 4歯   小歯 矯歯診療所
     守山市播磨田町３９１番地２ 常　勤:    1　理事長　瀬野　富夫 所在地変 現存
     (歯       1) 平25. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39307,0058,8 おおたに歯科医院　滋〒524-0021 077-514-4040大谷　令 大谷　令 平27. 3. 1歯   歯外 診療所
     賀ペリオ・インプラン守山市吉身４－３－１６－４ 常　勤:    1 所在地変 現存
     ト (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39407,0059,6 おおた歯科こども歯科〒524-0044 077-596-5630太田　貴司 太田　貴司 平27. 7. 1歯   小歯 診療所
     守山市古高町８１－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39507,0060,4 アロハ歯科 〒524-0041 077-598-6480伊東　義雅 伊東　義雅 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     守山市勝部四丁目１０８８番 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39607,0061,2 二町中西歯科医院 〒524-0043 077-514-0020佐々木　裕 佐々木　裕 平29. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     守山市二町町２１６－３ 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39707,0062,0 医療法人社団すもと岡〒524-0103 077-584-3611医療法人社団すもと岡岡本　篤 平29.10. 1歯   小歯 診療所
     本歯科 守山市洲本町１２５７ 常　勤:    2本歯科　理事長　岡本 開設者変 現存
     (歯       2)　篤 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39807,0063,8 中西歯科医院 〒524-0022 077-583-5444中西　功 中西　功 平29.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     守山市守山五丁目１－３８ 常　勤:    3 開設者変 現存
     (歯       3) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39907,0064,6 医療法人永生会　守山〒524-0033 077-581-1818医療法人永生会　理事原川　仁 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     駅前歯科 守山市浮気町３２１－１６サンシ常　勤:    1長　原川　仁 開設者変 現存
     ャインビル２０２ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40012,0008,3 金勝歯科診療所 〒520-3005 077-558-1881寺村　千秋 寺村　千秋 昭50. 1. 1歯   診療所
     栗東市御園８６４番地９ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40112,0012,5 堀歯科医院 〒520-3025 077-552-3694堀　紀彦 堀　紀彦 昭52. 9. 1歯   診療所
     栗東市中沢２丁目１０－３４ 常　勤:    2 更新 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40212,0014,1 栗東山田歯科 〒520-3015 077-552-1756山田　隆一 山田　隆一 昭58. 7. 1歯   小歯 診療所
     栗東市安養寺一丁目３番２２号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40312,0017,4 畠山歯科医院 〒520-3033 077-552-5353畠山　博文 畠山　博文 平元. 5.18歯   診療所
     栗東市笠川６１番地１ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40412,0021,6 田園歯科医院 〒520-3021 077-552-9360林　幹典 林　幹典 平 3. 7. 1歯   診療所
     栗東市蜂屋９６６番地４ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40512,0025,7 大槻歯科医院 〒520-3035 077-553-0809大槻　芳夫 大槻　芳夫 平 4.11.14歯   矯歯 小歯診療所
     栗東市霊仙寺一丁目１番５２号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28.11.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40612,0028,1 岩田歯科医院 〒520-3047 077-552-7060岩田　盛満 岩田　盛満 平 6.11.18歯   診療所
     栗東市手原五丁目７番１０号 常　勤:    3 更新 現存
     (歯       3) 平24.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40712,0029,9 医療法人緑和会　栗東〒520-3031 077-551-0877医療法人　緑和会　理吉岡　純希 平 7. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     グリーン歯科 栗東市綣四丁目１２番１６号アク常　勤:    1事長　古市　嘉秀 更新 歯外 現存
     ア・リンピア２階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40812,0030,7 クボタ歯科医院 〒520-3031 077-554-1701窪田　吉雄 窪田　吉雄 平 7. 6.15歯   小歯 診療所
     栗東市綣三丁目９番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40912,0031,5 医療法人緑和会　草津〒520-3024 077-554-2283医療法人　緑和会　理南光　勉 平 7. 8. 7小歯 歯   矯歯診療所
     グリーン歯科 栗東市小柿五丁目１０－１１－２常　勤:    4事長　古市　嘉秀 新規 歯外 現存
     －１ＫＯＮＡＮファーストＢＬＤ(歯       4) 平28. 8. 7
     ２階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41012,0032,3 大宝歯科医院 〒520-3031 077-553-5325小林　典昭 小林　典昭 平 9. 1. 1歯   小歯 診療所
     栗東市綣７丁目１１番４１号 常　勤:    1 所在地変 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41112,0033,1 中川歯科医院 〒520-3014 077-554-3151中川　功 中川　功 平 9. 8. 1歯   小歯 診療所
     栗東市川辺５４番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41212,0035,6 矢澤歯科医院 〒520-3031 077-554-4754矢澤　紀和 矢澤　紀和 平11. 5. 9歯   小歯 診療所
     栗東市綣二丁目２番３４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41312,0037,2 田中歯科医院 〒520-3042 077-552-8415田中　重文 田中　重文 平12. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     栗東市辻６５８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41412,0039,8 医療法人盟兄会　栗東〒520-3042 077-554-1118医療法人　盟兄会　理金城　聖憲 平13. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科クリニック 栗東市辻４５７番地 常　勤:    2事長　木下　尚樹 新規 現存
     (歯       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41512,0040,6 おざき歯科医院 〒520-3024 077-551-5513尾﨑　健太郎 尾﨑　健太郎 平14.12. 4歯   小歯 診療所
     栗東市小柿十丁目５番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41612,0041,4 みきや歯科 〒520-3026 077-551-4388星合　幹也 星合　幹也 平15. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     栗東市下鈎６７６－５　１Ｆ 常　勤:    1 所在地変 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41712,0042,2 中沢歯科医院 〒520-3015 077-553-8841医療法人社団　中沢歯中沢　了 平15.10. 1歯   診療所
     栗東市安養寺八丁目１番３３号 常　勤:    1科医院　理事長　中沢 所在地変 現存
     (歯       1)　了 平27.10. 1
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  41812,0043,0 医療法人　矯英会　ウ〒520-3031 077-554-5565医療法人　矯英会　理片上　勝秋 平21. 7. 1矯歯 診療所
     イング栗東矯正歯科ク栗東市綣三丁目２番３リーデンス常　勤:    1事長　片上　勝秋 新規 現存
     リニック スクエア栗東１階１０１ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41912,0044,8 おおはしファミリー歯〒520-3034 077-552-5850大橋　清誠 大橋　清誠 平26. 3. 1歯   小歯 診療所
     科 栗東市小平井一丁目１６－１４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42012,0045,5 医療法人　高森歯科 〒520-3015 077-554-0933医療法人　高森歯科　高森　泰彦 平27. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     栗東市安養寺一丁目１２番３０号常　勤:    1理事長　高森　泰彦 開設者変 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42112,0046,3 栗東駅前歯科 〒520-3031 077-554-8148後藤　秀行 後藤　秀行 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     栗東市綣２丁目５－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42212,0047,1 うかい歯科 〒520-3047 077-598-0412鵜飼　周太郎 鵜飼　周太郎 平28. 8.23歯   小歯 歯外診療所
     栗東市手原２丁目２番８号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 8.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42312,0048,9 芦田歯科医院 〒520-3005 077-558-1615芦田　克仁 芦田　克仁 平28.12. 8歯   小歯 診療所
     栗東市御園１８２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42412,0049,7 にほ歯科医院 〒520-3013 077-551-2303梏原　秀幸 梏原　秀幸 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     栗東市目川１４９１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42512,0050,5 浅田歯科医院 〒520-3013 077-553-6082園山　亘 園山　亘 平30. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     栗東市目川１０５７番 常　勤:    3 開設者変 歯外 現存
     (歯       3) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42613,0030,5 かねだ歯科医院 〒520-2331 077-586-1234金（金田）　成煥 金（金田）　成煥 昭59.10. 5歯   小歯 矯歯診療所
     野洲市小篠原１９７７番地５ 常　勤:    1 更新 歯外 現存
     (歯       1) 平29.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42713,0031,3 樋上歯科医院 〒520-2361 077-586-0555樋上　一郎 樋上　一郎 昭60. 8.20歯   診療所
     野洲市北野一丁目１３番９号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平24. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42813,0035,4 医療法人　加古歯科医〒520-2302 077-588-0845医療法人　加古歯科医加古　知慶 昭63. 9. 1歯   診療所
     院 野洲市高木１９４番地２ 常　勤:    1院　理事長　加古　知 更新 現存
     (歯       1)慶 平24. 9. 1
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  42913,0037,0 はしもと歯科医院 〒520-2333 077-586-4563橋本　昌治 橋本　昌治 平 4.12. 7歯   小歯 診療所
     野洲市栄３４番１５　１０２号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43013,0038,8 医療法人社団一井歯科〒520-2351 077-587-3611医療法人社団一井歯科一井　彰人 平 5. 6. 1歯   矯歯 診療所
     医院 野洲市冨波甲１１５８番地５ 常　勤:    2医院　理事長　一井　 更新 現存
     (歯       2)彰人 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43113,0041,2 宇田歯科医院 〒520-2362 077-586-5229宇田　正人 宇田　正人 平 6.10. 3歯   診療所
     野洲市市三宅２４４９番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43213,0042,0 医療法人社団　小林歯〒520-2331 077-587-3001医療法人社団　小林歯小林　加枝 平 7. 9. 1歯   小歯 診療所
     科医院 野洲市小篠原１１４３番地 常　勤:    2科医院　理事長　小林 開設者変 現存
     (歯       2)　三男 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43313,0043,8 岡本歯科医院 〒520-2331 077-586-7788岡本　武司 岡本　武司 平 9. 6. 4小歯 歯   診療所
     野洲市小篠原１０９９番地２　レ常　勤:    1 新規 現存
     ジデンス野崎２階 (歯       1) 平30. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43413,0044,6 諸頭歯科医院 〒520-2423 077-589-2141諸頭　智彦 諸頭　智彦 平 9. 9. 4小歯 歯   診療所
     野洲市西河原５８番地１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43513,0045,3 ふるや歯科医院 〒520-2352 077-586-6778古屋　洋二郎 古屋　洋二郎 平11.12.14歯   小歯 診療所
     野洲市冨波乙８１２番地１　太陽常　勤:    1 新規 現存
     ハイツ富波１階 (歯       1) 平29.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43613,0047,9 きた歯科医院 〒520-2331 077-588-5885喜多　誠一 喜多　誠一 平12. 6. 1歯   小歯 診療所
     野洲市小篠原２２１５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43713,0048,7 医療法人緑和会　野洲〒520-2333 077-518-0420医療法人　緑和会　理谷口　重俊 平13. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     グリーン歯科 野洲市栄６番２号　ポレールさか常　勤:    1事長　古市　嘉秀 新規 歯外 現存
     え２階 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43813,0049,5 上田歯科クリニック 〒520-2331 077-588-2442上田　周 上田　周 平16. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     野洲市小篠原１２６４番地 常　勤:    1 所在地変 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43913,0050,3 桂歯科医院 〒520-2341 077-587-0367桂　基博 桂　基博 平16.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     野洲市行畑一丁目１１番３号 常　勤:    1 開設者変 休止
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44013,0051,1 坂本歯科医院 〒520-2341 077-588-0507坂本　耕造 坂本　耕造 平20. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     野洲市行畑７９０番地 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44113,0052,9 はしもとファミリー歯〒520-2423 077-589-5880橋本　健 橋本　健 平20. 9.30歯   小歯 診療所
     科 野洲市西河原２丁目２３７７番地常　勤:    1 所在地変 現存
     ２ (歯       1) 平26. 9.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44213,0054,5 きたはら歯科医院 〒520-2301 077-596-3249北原　進 北原　進 平27. 1. 1歯   矯歯 歯外診療所
     野洲市小南１２４０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44313,0055,2 野洲Ｕ歯科・矯正歯科〒520-2353 077-586-6480上原　正典 上原　正典 平29.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     野洲市久野部１９４－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44414,0044,4 安井歯科医院 〒520-3414 0748-88-5522安井　滋一 安井　滋一 昭55. 1. 7歯   診療所
     甲賀市甲賀町大久保１４５番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44514,0047,7 村木歯科医院 〒529-1851 0748-82-2755村木　信夫 村木　信夫 昭56. 6. 1歯   小歯 診療所
     甲賀市信楽町長野６３２番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44614,0055,0 木村歯科医院 〒520-3308 0748-86-6755木村　清和 木村　清和 昭60. 4. 1歯   診療所
     甲賀市甲南町野田４５１番地 常　勤:    2 更新 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44714,0059,2 安井歯科医院水口診療〒528-0057 0748-62-7650安井　星光 安井　星光 昭61. 3.25歯   矯歯 小歯診療所
     所 甲賀市水口町北脇４３０番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 3.25
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  44814,0060,0 大矢歯科医院 〒529-1851 0748-82-0713大矢　克英 大矢　克英 昭61. 7. 1歯   診療所
     甲賀市信楽町長野１２２１番地６常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44914,0061,8 桑名歯科クリニック 〒528-0232 0748-67-1135桑名　直樹 桑名　直樹 昭61.12.22歯   小歯 診療所
     甲賀市土山町前野１３８番地１７常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28.12.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45014,0064,2 木村歯科クリニック 〒528-0028 0748-63-0118木村　和弥 木村　和弥 昭62. 8.10歯   診療所
     甲賀市水口町城東４番８号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45114,0066,7 第２馬場歯科医院 〒528-0042 0748-62-4864馬場　尚 馬場　尚 昭62.12. 1歯   診療所
     甲賀市水口町虫生野中央１１５番常　勤:    1 更新 現存
     地 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45214,0067,5 松田歯科クリニック 〒528-0005 0748-63-0632松田　康男 松田　康男 昭63. 2. 5歯   歯外 診療所
     甲賀市水口町水口５９９６番地１常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 2. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45314,0075,8 今村歯科医院 〒520-3322 0748-86-6386今村　慎一 今村　慎一 平元. 1.25歯   診療所
     甲賀市甲南町深川２２０１番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 1.25
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45414,0077,4 医療法人社団　馬場歯〒528-0049 0748-62-2307医療法人社団　馬場歯馬場　洋 平元. 9. 1歯   診療所
     科医院 甲賀市水口町貴生川５６１番地１常　勤:    1科医院　理事長　馬場 更新 現存
     (歯       1)　洋 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45514,0087,3 大野歯科 〒528-0235 0748-67-1330猪井　能久 猪井　能久 平 3.10. 1歯   診療所
     甲賀市土山町大野２４８８番地１常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45614,0088,1 杉本歯科医院 〒529-1811 0748-82-2151杉本　守隆 杉本　守隆 平 4. 6. 1歯   診療所
     甲賀市信楽町江田４２２番地１ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45714,0089,9 ニシカワ歯科 〒520-3435 0748-88-5255西川　徹 西川　徹 平 4. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     甲賀市甲賀町相模２２５番地１ヴ常　勤:    1 更新 歯外 現存
     ィラ甲賀１０１号 (歯       1) 平28. 8. 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    48 頁

  45814,0091,5 富山歯科医院 〒528-0036 0748-63-5300冨山　佳寿人 冨山　佳寿人 平 4.10. 1歯   診療所
     甲賀市水口町東名坂７８番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45914,0102,0 もとき歯科クリニック〒520-3333 0748-86-2190中永　大喜 中永　大喜 平10. 2. 1歯   診療所
     甲賀市甲南町希望ケ丘三丁目２７常　勤:    1 新規 現存
     番９号 (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46014,0104,6 ひまわり歯科クリニッ〒528-0211 0748-66-1822中林　雅子 中林　雅子 平10. 4. 1小歯 歯   診療所
     ク 甲賀市土山町北土山１４９１番地常　勤:    1 交代 現存
     ２ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46114,0110,3 飯田歯科医院 〒529-1851 0748-82-8148飯田　修一 飯田　修一 平11.10.23歯   小歯 歯外診療所
     甲賀市信楽町長野４５４番地６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46214,0112,9 もんや歯科クリニック〒528-0036 0748-65-3006門矢　芳則 門矢　芳則 平11.12. 8歯   小歯 歯外診療所
     甲賀市水口町東名坂２７６番地　常　勤:    1 新規 現存
     １階 (歯       1) 平29.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46314,0113,7 谷歯科医院 〒528-0073 0748-63-3377谷　仁史 谷　仁史 平11.12. 3歯   小歯 診療所
     甲賀市水口町古城が丘６１０番地常　勤:    2 新規 現存
     ２６９ (歯       2) 平29.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46414,0116,0 さくら歯科 〒528-0037 0748-65-4617濵田　英輝 濵田　英輝 平12.12. 4歯   小歯 矯歯診療所
     甲賀市水口町本綾野５６６番地１常　勤:    1 新規 現存
     アルプラザ水口２階２２３号 (歯       1) 平24.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46514,0117,8 樹歯科医院 〒528-0041 0748-63-8281北條　更 北條　更 平12.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     甲賀市水口町虫生野１１６７番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46614,0120,2 いずみ歯科医院 〒528-0058 0748-65-3363山田　二郎 山田　二郎 平13. 7. 1歯   小歯 診療所
     甲賀市水口町北泉一丁目４９番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46714,0126,9 冨田歯科医院 〒520-3313 0748-86-1533冨田　耕治 冨田　耕治 平17.11. 1歯   小歯 診療所
     甲賀市甲南町新治１４８０番地２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46814,0127,7 みね歯科クリニック 〒528-0020 0748-63-2242峰　香代子 峰　香代子 平19. 4. 1歯   矯歯 診療所
     甲賀市水口町的場９７番地 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46914,0128,5 堀歯科医院 〒528-0031 0748-62-0155塩見　仁志 塩見　仁志 平19. 5. 1歯   診療所
     甲賀市水口町本町一丁目４番３４常　勤:    2 開設者変 現存
     号 (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47014,0129,3 医療法人湖蒼会　さね〒528-0029 0748-63-7676医療法人湖蒼会　さね實藤　信之 平19.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     ふじ水口歯科診療所 甲賀市水口町南林口７番地１ 常　勤:    1ふじ水口歯科診療所　 開設者変 現存
     (歯       1)理事長　實藤　信之 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47114,0130,1 アップルデンタルクリ〒528-0056 0748-69-7441薩摩　篤 薩摩　篤 平21.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 甲賀市水口町泉１４０５ベイシア常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     甲賀店内 (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47214,0131,9 西田歯科クリニック 〒528-0064 0748-62-2022西田　尚武 西田　尚武 平23. 5.16歯   小歯 歯外診療所
     甲賀市水口町伴中山２５４５番 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47314,0132,7 西田歯科医院 〒520-3431 0748-88-4334西田　武仁 西田　武仁 平23. 9. 6歯   小歯 診療所
     甲賀市甲賀町大原中１０７２番地常　勤:    1 開設者変 現存
     ９ (歯       1) 平29. 9. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47414,0134,3 真岡歯科医院 〒520-3301 0748-86-2010真岡　淳之 真岡　淳之 平25. 6. 1歯   小歯 診療所
     甲賀市甲南町寺庄１０８１番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47514,0135,0 竹村歯科医院 〒520-3301 0748-86-2145竹村　有史 竹村　有史 平27. 4. 1歯   小歯 診療所
     甲賀市甲南町寺庄９５２番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47614,0136,8 粲歯科 〒520-3426 0748-88-8033眞岡　知史 眞岡　知史 平28. 8. 1歯   歯外 矯歯診療所
     甲賀市甲賀町田堵野９３２－３ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47714,0137,6 えくぼ歯科 〒520-3421 0748-88-6480久保　一登 久保　一登 平28.11. 1歯   小歯 診療所
     甲賀市甲賀町上野１２０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47814,0138,4 ＫＥＮＧＯ　ＤＥＮＴ〒528-0041 0748-62-2222木村　健吾 木村　健吾 平28.12. 1歯   診療所
     ＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ 甲賀市水口町虫生野１０１５－７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47915,0022,7 竜王町国民健康保険診〒520-2524 0748-57-1133竜王町　町長　西田　小島　宏司 昭52. 4.25歯   診療所
     療所（歯科） 蒲生郡竜王町綾戸２３９番地１ 常　勤:    1秀治 更新 現存
     (歯       1) 平28. 4.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48015,0025,0 輪田歯科医院 〒529-1601 0748-53-0610輪田　茂樹 輪田　茂樹 昭59. 6. 1歯   診療所
     蒲生郡日野町松尾１４８１番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48115,0029,2 門坂歯科医院 〒529-1603 0748-53-0118門坂　和昭 門坂　和昭 平元.11. 1歯   診療所
     蒲生郡日野町大窪２０３番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48215,0030,0 加納歯科医院 〒520-2564 0748-58-2567加納　彰 加納　彰 平 3. 4. 1歯   歯外 診療所
     蒲生郡竜王町山面３５番１５８ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48315,0038,3 堀歯科医院 〒529-1601 0748-53-3520堀　宏之 堀　宏之 平 5. 5.18歯   診療所
     蒲生郡日野町松尾二丁目２５番地常　勤:    2 更新 現存
     (歯       2) 平29. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48415,0041,7 神山歯科医院 〒529-1644 0748-53-0546神山　典明 神山　典明 平 6. 4. 1歯   診療所
     蒲生郡日野町内池３４９番地５ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48515,0050,8 もうり歯科 〒529-1641 0748-53-2048毛利　典子 毛利　典子 平15. 9. 1小歯 歯   診療所
     蒲生郡日野町日田１０５番地１ア常　勤:    1 新規 現存
     イエスプラザ１階 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48615,0052,4 金谷歯科医院 〒520-2531 0748-57-8287金谷　恵大朗 金谷　恵大朗 平17. 5.27歯   小歯 矯歯診療所
     蒲生郡竜王町山之上４５９９番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48715,0053,2 平田歯科医院 〒520-2531 0748-57-0600平田　功 平田　功 平17. 5. 6歯   小歯 歯外診療所
     蒲生郡竜王町山之上３４５６番地常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48815,0055,7 住井歯科医院 〒529-1602 0748-52-3434住井　浩剛 住井　浩剛 平21. 4. 1歯   小歯 診療所
     蒲生郡日野町河原一丁目７番地 常　勤:    2 開設者変 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48915,0057,3 なかがわ歯科 〒529-1601 0748-26-2668中川　義一 中川　義一 平23. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     蒲生郡日野町松尾９４３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49015,0058,1 コウ歯科クリニック 〒520-2552 0748-26-5588矢田　孔太朗 矢田　孔太朗 平26. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     蒲生郡竜王町小口１６５８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49117,0016,5 西村歯科診療所 〒529-1223 0749-42-2249西村　貞男 西村　貞男 昭39. 6. 1歯   診療所
     愛知郡愛荘町嶋川１２３９番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49217,0028,0 中村歯科医院 〒529-1313 0749-42-5851中村　公久 中村　公久 平 4. 8. 1歯   矯歯 歯外診療所
     愛知郡愛荘町市８１８番地 常　勤:    2 更新 小歯 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49317,0030,6 宮川歯科医院 〒529-1315 0749-42-6848宮川　忠之 宮川　忠之 平 4.11. 2歯   診療所
     愛知郡愛荘町沓掛７９９番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49417,0035,5 曽我歯科 〒529-1313 0749-42-5807曽我　幸史 曽我　幸史 平 9. 5. 6小歯 歯   矯歯診療所
     愛知郡愛荘町市７１５番地１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49517,0037,1 秦荘歯科診療所 〒529-1234 0749-37-4488医療法人　金亀会　理田中　佳子 平15. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     愛知郡愛荘町安孫子１３４６番地常　勤:    1事長　岡村　貞一 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  49617,0038,9 塚本歯科医院 〒529-1321 0749-42-5712塚本　智 塚本　智 平16. 1. 1歯   小歯 診療所
     愛知郡愛荘町豊満１２９２番地３常　勤:    3 所在地変 現存
     (歯       3) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49717,0041,3 ふれあい歯科医院 〒529-1303 0749-49-5757武久　典子 武久　典子 平20. 2. 1歯   小歯 診療所
     愛知郡愛荘町長野２０４３番地７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49817,0043,9 北村歯科医院 〒529-1206 0749-37-2378北村　圭司 北村　圭司 平30. 2. 1歯   診療所
     愛知郡愛荘町蚊野１８６５番地 常　勤:    2 所在地変 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49918,0007,2 大村歯科医院 〒529-1173 0749-35-2165大村　勝 大村　勝 昭46. 4. 1歯   診療所
     犬上郡豊郷町高野瀬５５１番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50018,0011,4 若松歯科医院 〒522-0242 0749-38-4500若松　健治 若松　健治 平11. 4. 2歯   小歯 診療所
     犬上郡甲良町尼子２０２１番地５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50118,0015,5 藤本歯科医院 〒522-0341 0749-48-1871藤本　直也 藤本　直也 平22.11. 1歯   小歯 診療所
     犬上郡多賀町多賀１３２８番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50222,0032,2 安原歯科医院 〒520-1217 0740-32-0081安原　善蔵 安原　善藏 昭51.12. 1歯   小歯 診療所
     高島市安曇川町田中４５番地２ 常　勤:    2 更新 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50322,0033,0 横木歯科医院 〒520-1212 0740-32-0350横木　薫 横木　薫 昭54. 4. 1歯   矯歯 診療所
     高島市安曇川町西万木７９３番地常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50422,0035,5 堀井歯科医院 〒520-1623 0740-22-3886堀井　長幸 堀井　長幸 昭55. 5. 1歯   診療所
     高島市今津町住吉二丁目１２番８常　勤:    1 更新 現存
     号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50522,0040,5 弘部歯科医院 〒520-1622 0740-22-3800弘部　健次 弘部　健次 昭60. 7. 8歯   診療所
     高島市今津町中沼一丁目３番９号常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平24. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50622,0045,4 かくたに歯科クリニッ〒520-1121 0740-36-2028角谷　慶範 角谷　慶範 平 5. 5. 1歯   診療所
     ク 高島市勝野１７３８番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
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  50722,0048,8 歯科山本医院 〒520-1212 0740-32-0323山本　修 山本　修 平 6. 7. 1歯   小歯 診療所
     高島市安曇川町西万木６４１番地常　勤:    2 更新 現存
     １３ (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50822,0049,6 金田歯科医院 〒520-1111 0740-36-2277金田　常和 金田　常和 平 6.11. 4小歯 歯   診療所
     高島市鴨２９０８番地 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平24.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50922,0050,4 野上歯科医院 〒520-1501 0740-25-7500野上　昌義 野上　昌義 平 8. 5.20歯   小歯 診療所
     高島市新旭町旭二丁目２番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51022,0051,2 おおやま歯科クリニッ〒520-1214 0740-32-8088大山　恒徳 大山　恒徳 平10. 4.11歯   小歯 歯外診療所
     ク 高島市安曇川町末広３丁目８番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51122,0053,8 なかの歯科 〒520-1214 0740-32-3377中野　公 中野　公 平11. 5.19歯   小歯 歯外診療所
     高島市安曇川町末広四丁目４０番常　勤:    1 新規 現存
     １号 (歯       1) 平29. 5.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51222,0054,6 うえはら歯科 〒520-1501 0740-25-8241上原　茂弘 上原　茂弘 平13. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高島市新旭町旭一丁目９番４号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51322,0055,3 藤本歯科医院 〒520-1621 0740-22-2369藤本　篤 藤本　篤 平13.11.13歯   診療所
     高島市今津町今津１６１４番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.11.13
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51422,0056,1 たつなみ歯科医院 〒520-1605 0740-24-7057龍波　礼知 龍波　礼知 平14. 1. 7歯   診療所
     高島市今津町南新保１６５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51522,0057,9 あだち歯科クリニック〒520-1212 0740-32-6480足立　剛 足立　剛 平14. 4.15歯   矯歯 小歯診療所
     高島市安曇川町西万木８１１番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51622,0058,7 マキノ歯科医院 〒520-1813 0740-28-0222安本　忠司 安本　忠司 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     高島市マキノ町高木浜一丁目３－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  51722,0060,3 藤本歯科医院 〒520-1522 0740-25-2232藤本　洋子 藤本　洋子 平20. 1. 1歯   診療所
     高島市新旭町新庄６２５番地１ 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51822,0061,1 原田歯科医院 〒520-1632 0740-22-2016原田　直一 原田　直一 平20. 1. 1歯   診療所
     高島市今津町桜町一丁目６番１号常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51922,0062,9 医療法人前川歯科医院〒520-1621 0740-22-5250医療法人前川歯科医院前川　幹男 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     高島市今津町今津１９７９番地７常　勤:    1　理事長　前川　幹男 開設者変 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52022,0063,7 林歯科医院 〒520-1833 0740-27-1533撰　能理子 撰　能理子 平28.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高島市マキノ町蛭口１３６２ 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52123,0001,5 内貴歯科医院 〒520-3106 0748-77-2350内貴　清 内貴　清 昭43. 2.23歯   診療所
     湖南市石部中央三丁目１番４５号常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平28. 2.23
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52223,0003,1 みねの歯科医院 〒520-3108 0748-77-4722峯野　雅晴 峯野　雅晴 平 3. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     湖南市石部南七丁目１番７号 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52323,0004,9 佐藤歯科医院 〒520-3107 0748-77-4839佐藤　博志 佐藤　博志 平10. 3. 1歯   小歯 診療所
     湖南市石部東一丁目３番６号－１常　勤:    1 所在地変 現存
     ０１号室 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52423,0005,6 医療法人　愛全会　い〒520-3101 0748-77-6886医療法人　愛全会　理西川　淳雄 平10.10. 9歯   矯歯 小歯診療所
     しべ愛歯科 湖南市石部中央四丁目６番４１号常　勤:    1事長　西川　淳雄 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52523,0010,6 室谷歯科医院 〒520-3252 0748-75-3688室谷　篤男 室谷　篤男 昭63. 5. 1歯   診療所
     湖南市岩根３６３番地１５ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  52623,0012,2 医療法人　坂本歯科 〒520-3214 0748-75-2888医療法人　坂本歯科　坂本　直幸 平 2.10. 1歯   矯歯 診療所
     湖南市梅影町３番１６号 常　勤:    1理事長　坂本　直幸 更新 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52723,0013,0 中森デンタルオフィス〒520-3234 0748-72-4618中森　啓介 中森　啓介 平 3. 7.26歯   診療所
     湖南市中央一丁目２４番１号 常　勤:    2 更新 現存
     (歯       2) 平24. 7.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52823,0014,8 菩提寺歯科診療所 〒520-3242 0748-74-2572林　明輝 林　明輝 平 7. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     湖南市菩提寺１００９番地４ 常　勤:    1 所在地変 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52923,0016,3 甲西中央歯科 〒520-3234 0748-72-8875城後　康秀 城後　康秀 平 8.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     湖南市中央五丁目６６番２号　奴常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53023,0019,7 医療法人　清風会　小〒520-3248 0748-74-3718医療法人　清風会　理小野　智顕 平14. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     野歯科医院 湖南市菩提寺西２丁目１４番地１常　勤:    1事長　小野　智顕 開設者変 現存
     号 (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53123,0020,5 夏見歯科医院 〒520-3223 0748-72-8846中森　由美 中森　由美 平15. 4.18歯   小歯 診療所
     湖南市夏見字一本木１１７１－４常　勤:    1 所在地変 現存
     (歯       1) 平27. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53223,0021,3 医療法人盟兄会　甲西〒520-3254 0748-72-8610医療法人　盟兄会　理金　達郎（金城達郎）平17. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     歯科 湖南市岩根中央一丁目２６番地 常　勤:    1事長　木下　尚樹 所在地変 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53323,0022,1 スマイル歯科 〒520-3107 0748-77-2555内貴　寛敬 内貴　寛敬 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     湖南市石部東三丁目８番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53423,0023,9 芦田歯科医院 〒520-3221 0748-72-0020芦田　健史 芦田　健史 平22.12. 1歯   診療所
     湖南市三雲４４５番地 常　勤:    2 開設者変 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53523,0025,4 医療法人創成会　山本〒520-3248 0748-74-1584医療法人　創成会　理窪田　麻里 平24. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     歯科医院 湖南市菩提寺西３丁目１１－２９常　勤:    1事長　山本　敦之 開設者変 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53623,0027,0 オレンジ歯科 〒520-3252 0748-76-1182伊東　武史 伊東　武史 平26.12. 4歯   小歯 歯外診療所
     湖南市岩根字徳行４５８０イオン常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     タウン湖南ＳＣ内 (歯       2) 平26.12. 4
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53723,0028,8 フレンド歯科 〒520-3248 0748-74-1130川井　彰玲 川井　彰玲 平27. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     湖南市菩提寺西一丁目２－３ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53824,0001,3 医療法人宏樹会　下村〒521-0242 0749-55-0045医療法人　宏樹会　理下村　卓也 平 3.11. 1歯   診療所
     歯科医院 米原市長岡１５９９番地３ 常　勤:    1事長　下村　卓也 更新 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53924,0002,1 ふじき歯科 〒521-0241 0749-55-2600藤木　芳行 藤木　芳行 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     米原市西山２７２番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54024,0004,7 ひかり歯科医院 〒521-0202 0749-57-1315蒲生　純 蒲生　純 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     米原市柏原９８２－４ 常　勤:    1 更新 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54124,0005,4 村松歯科クリニック 〒521-0233 0749-55-3877村松　英輔 村松　英輔 平15. 5. 2歯   小歯 診療所
     米原市野一色３６７番地２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54224,0006,2 瀧上歯科医院 〒521-0235 0749-55-4182瀧上　啓志 瀧上　啓志 平16. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     米原市小田１０４８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54324,0013,8 医療法人　ながおか歯〒521-0242 0749-55-0571医療法人　ながおか歯細見　理絵 平17. 4. 1歯   診療所
     科クリニック 米原市長岡１１９２番地１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 開設者変 現存
     (歯       1)　細見　理絵 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54424,0015,3 角田歯科医院 〒521-0012 0749-52-0238角田　円 角田　円 平17. 9. 1歯   小歯 診療所
     米原市米原５４６番地 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54524,0016,1 近江スミダ歯科医院 〒521-0062 0749-52-4181角田　和芳 角田　和芳 昭61. 1.16歯   小歯 診療所
     米原市宇賀野２６７番地１ 常　勤:    2 更新 現存
     (歯       2) 平28. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54624,0017,9 山根歯科医院 〒521-0072 0749-52-5811山根　史考 山根　史考 平 5. 4.15歯   診療所
     米原市顔戸１３８０番地２ 常　勤:    2 更新 現存
     (歯       2) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54724,0018,7 こばやし歯科 〒521-0072 0749-52-6655小林　永策 小林　永策 平13. 3. 1歯   小歯 診療所
     米原市顔戸６８１番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54824,0019,5 きたむら歯科 〒521-0072 0749-52-6666北村　鉄也 北村　鉄也 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     米原市顔戸６１５番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54924,0020,3 伊藤デンタルクリニッ〒521-0014 0749-52-4102伊藤　宗寛 伊藤　宗寛 平22. 7. 1歯   小歯 診療所
     ク 米原市梅ヶ原栄４７ 常　勤:    1 所在地変 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55024,0021,1 にのみや歯科医院 〒521-0314 0749-58-0245二宮　昭 二宮　昭 平28. 8. 1歯   小歯 診療所
     米原市春照１９１１－１ 常　勤:    1 開設者変 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55124,0022,9 松原歯科医院 〒521-0016 0749-52-4555松原　徹 松原　徹 平28. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     米原市下多良一丁目１６番地 常　勤:    3 開設者変 矯歯 現存
     (歯       3) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    101,0001,5 独立行政法人　地域医〒520-0846 077-537-3101独立行政法人　地域医来見　良誠 昭32. 7. 1一般       288病院
     (01,3001,8) 療機能推進機構　滋賀大津市富士見台１６番１号 常　勤:   40療機能推進機構　理事 更新 結核        37現存
     病院 (医      39)長　尾身　茂 平29. 7. 1内   他   呼内
     (歯       1) 小   外   皮  
     非常勤:   78 ひ   整外 産婦
     (医      76) 眼   耳い 放  
     (歯       2) 呼外 神内 リハ
     歯   歯外 心外
     精   麻   形外
     脳外 
     救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0015,5 大津赤十字病院 〒520-0046 077-522-4131日本赤十字社　社長　石川　浩三 昭32. 9. 1一般       784地域支援
     (01,3015,8) 大津市長等一丁目１番３５号 常　勤:  169近衞　忠煇 更新 精神        12病院
     (医     167) 平29. 9. 1内   他   リウ現存
     (歯       2) 精   脳内 呼内
     非常勤:  188 小   外   整外
     (医     186) 形外 脳外 呼外
     (歯       2) 心外 小外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   病理 歯外
     救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,0360,5 医療法人弘英会　琵琶〒520-0232 077-573-4321医療法人　弘英会　理小椋　英司 平元. 6. 1一般       147病院
     (01,3360,8) 湖大橋病院 大津市真野五丁目１番２９号 常　勤:   20事長　小椋　英司 更新 療養        52療養病床
     (医      16) 平28. 6. 1内   外   消  現存
     (歯       4) 循   呼内 他  
     非常勤:   76 透析 神内 整外
     (医      68) 脳外 心外 ひ  
     (歯       8) 皮   眼   こう
     放   アレ リハ
     麻   歯   矯歯
     小歯 歯外 
     消化器内科、循
     環器内科、人工
     透析内、肛門外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,0500,6 はえうち診療所 〒520-2153 077-543-3861生内　一夫 生内　一夫 平11.10. 1一般 診療所
     (01,3500,9) 大津市一里山四丁目２５番２１号常　勤:    2 新規     一般     4現存
     (医       1) 平29.10. 1外   歯   内  
     (歯       1) 胃   こう 
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    501,0737,4 市立大津市民病院 〒520-0804 077-522-4607地方独立行政法人市立片岡　慶正 平29. 4. 1一般       433地域支援
     (01,3737,7) 大津市本宮二丁目９番９号 常　勤:  101大津市民病院　理事長 開設者変 一般（感染） 病院
     (医      98)　片岡　慶正 平29. 4. 1             8現存
     (歯       3) 内   他   呼内
     非常勤:   34 呼外 心内 精  
     (医      32) 小   外   整外
     (歯       2) 脳外 心外 リハ
     産婦 眼   耳い
     ひ   皮   歯  
     矯歯 歯外 放  
     麻   形外 病理
     救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602,0204,3 彦根市立病院 〒522-8539 0749-22-6050彦根市　彦根市長　大金子　隆昭 平14. 7. 1一般       424病院
     (02,3204,6) 彦根市八坂町１８８２番地 常　勤:   76久保　貴 所在地変 結核        10現存
     (医      68) 平26. 7. 1一般（感染）
     (歯       8)              4
     非常勤:   97 内   他   呼内
     (医      93) 神内 心内 小  
     (歯       4) 外   呼外 整外
     産婦 ひ   脳外
     眼   耳い 皮  
     形外 麻   放  
     歯外 リハ 病理
     緩和ケア科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    703,0010,2 長浜赤十字病院 〒526-0053 0749-63-2111日本赤十字社　社長　楠井　隆 昭32. 9. 1一般       430地域支援
     (03,3010,5) 長浜市宮前町１４番７号 常　勤:   82近衞　忠煇 更新 精神        70病院
     (医      80) 平29. 9. 1一般（感染） 現存
     (歯       2)              4
     非常勤:   45 内   神内 呼  
     (医      42) 消   循   小  
     (歯       3) 外   整外 形外
     脳外 皮   ひ  
     産   婦   眼  
     耳い リハ 放  
     麻   精   歯外
     呼外 こう 病理
     他   呼内 
     他＝内視鏡内科
     　内視鏡外科　
     血液内科　血管
     外科
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    803,0137,3 市立長浜病院 〒526-0043 0749-68-2300長浜市　長浜市長　藤神田　雄史 平18. 2.13一般       496病院
     (03,3137,6) 長浜市大戌亥町３１３番地 常　勤:   76井　勇治 開設者変 療養       104療養病床
     (医      72) 平30. 2.13内   形外 心外現存
     (歯       4) 麻   皮   眼  
     非常勤:   72 神内 脳外 リハ
     (医      71) 小   整外 外  
     (歯       1) ひ   耳い 放  
     産婦 歯   歯外
     呼内 循   消  
     呼外 病理 
     循環器内科、消
     化器内科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    903,0168,8 長浜市立湖北病院 〒529-0426 0749-82-3315長浜市　市長　藤井　田中　新司 平22. 1. 1一般        96病院
     (03,3168,1) 長浜市木之本町黒田１２２１番地常　勤:   15勇治 開設者変 療養        57現存
     (医      14) 平28. 1. 1内   精   神内
     (歯       1) 呼   消   循  
     非常勤:   41 小   外   整外
     (医      38) 皮   ひ   婦  
     (歯       3) 眼   耳い リハ
     放   麻   歯外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1005,0085,9 医療法人恒仁会　近江〒527-0145 0749-46-1125医療法人　恒仁会　理小山　威夫 平10. 4. 1療養       296病院
     (05,3085,2) 温泉病院 東近江市北坂町９６６番地 常　勤:    8事長　小山　威夫 開設者変 精神        56療養病床
     (医       8) 平28. 4. 1内   精   皮  現存
     非常勤:   14 リハ 歯   
     (医      13)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1106,0095,6 びわこ学園医療福祉セ〒525-0072 077-566-0701社会福祉法人　びわこ口分田　政夫 平 3. 6. 1一般       122病院
     (06,3095,9) ンター草津 草津市笠山八丁目３番１１３号 常　勤:    9学園　理事長　山﨑　 更新 小   内   リハ現存
     (医       8)正策 平30. 6. 1神   歯   精  
     (歯       1) 整外 
     非常勤:   32
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1206,0197,0 社会医療法人　誠光会〒525-8585 077-563-8866社会医療法人　誠光会平野　正満 平18. 4. 1一般       520病院
     (06,3197,3) 　草津総合病院 草津市矢橋町１６６０番地 常　勤:  107　理事長　柏木　厚典 所在地変 療養       199療養病床
     (医     103) 平30. 4. 1内   消   循  現存
     (歯       4) 呼内 神内 心内
     非常勤:  127 他   小   小外
     (医     121) 外   皮   整外
     (歯       6) 形外 脳外 ひ  
     産婦 眼   耳い
     麻   心外 呼外
     臨床 病理 放  
     リハ 歯   歯外
     救命 
     消化器内科、循
     環器内科、内分
     泌内科、膠原病
     内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1307,0110,1 滋賀県立総合病院 〒524-8524 077-582-5031滋賀県　滋賀県知事　一山　智 平17. 6. 1一般       535病院
     (07,3110,4) 守山市守山五丁目４番３０号 常　勤:  110三日月　大造 新規 他   神内 呼内現存
     (医     107) 平29. 6. 1外   整外 脳外
     (歯       3) 呼外 心外 形外
     非常勤:   61 ひ   婦   眼  
     (医      58) 耳い 皮   麻  
     (歯       3) リハ 病理 精  
     歯外 
     放射線診断科、
     放射線治療科、
     緩和ケア科、腎
     臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1412,0019,4 社会福祉法人恩賜財団〒520-3046 077-552-1221社会福祉法人恩賜財団三木　恒治 昭37. 4. 1一般       387病院
     (12,3019,7) 　済生会滋賀県病院 栗東市大橋二丁目４番１号 常　勤:  127済生会支部滋賀県済生 更新 一般（感染） 現存
     (医     127)会　支部長　山田　光 平28. 4. 1             6
     非常勤:   43二 内   心内 神内
     (医      43) 精   呼内 小  
     外   整外 形外
     脳外 心外 皮  
     ひ   産   婦  
     眼   耳い リハ
     放   麻   病理
     救命 他   歯  
     消化器内科、循
     環器内科、腎臓
     内科、乳腺外科
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   1512,0026,9 一般財団法人競馬共助〒520-3005 077-558-0039一般財団法人　競馬共勝浦　章知 昭44.12. 1内   外   整外診療所
     (12,3026,2) 会　栗東診療所 栗東市御園１０２８番地 常　勤:    3助会　会長　金田　裕 更新 リウ リハ 歯  現存
     (医       1)之 平29.12. 1
     (歯       2)
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1614,0214,7 公立甲賀病院 〒528-0074 0748-62-0234公立甲賀病院組合　管清水　和也 平25. 4. 1一般       409病院
     (14,3214,0) 甲賀市水口町松尾１２５６番地 常　勤:   66理者　谷畑　英吾 所在地変 一般（感染） 現存
     (医      63) 平25. 4. 1             4
     (歯       3) 内   神内 循  
     非常勤:  102 他   消   呼  
     (医      98) 外   呼外 心外
     (歯       4) 小   整外 リウ
     麻   脳外 ひ  
     眼   産婦 耳い
     皮   形外 放  
     リハ 病理 歯  
     矯歯 歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1715,0057,7 医療法人社団昴会　日〒529-1642 0748-53-1201医療法人社団　昻会　花澤　一芳 昭60. 4. 8一般       110病院
     (15,3057,0) 野記念病院 蒲生郡日野町上野田２００番地１常　勤:   21理事長　相馬　俊臣 更新 療養        40療養病床
     (医      19) 平30. 4. 1内   消   循  現存
     (歯       2) 小   外   他  
     非常勤:   80 整外 婦   眼  
     (医      77) 皮   ひ   耳い
     (歯       3) 脳外 形外 放  
     麻   美外 リハ
     病理 歯   歯外
     救命 
     消＝消化器内科
     、循＝循環器内
     科、他＝乳腺外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1818,0001,9 公益財団法人　豊郷病〒529-1168 0749-35-3001公益財団法人　豊郷病蔦本　尚慶 昭32. 9. 1一般       186病院
     (18,3001,2) 院 犬上郡豊郷町八目１２番地 常　勤:   27院　代表理事　友吉　 更新 療養        32療養病床
     (医      26)唯夫 平29. 9. 1精神       120現存
     (歯       1) 内   呼外 呼内
     非常勤:   79 外   整外 耳い
     (医      76) 婦   眼   精  
     (歯       3) 麻   歯   放  
     リハ 脳外 ひ  
     皮   循   小  
     心内 消   歯外
     神内 
     循環器内科、消
     化器内科、消化
     器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1922,0118,3 高島市民病院 〒520-1121 0740-36-0220高島市　高島市長　福鈴木　聡 平17. 1. 1一般       206病院
     (22,3118,6) 高島市勝野１６６７番地 常　勤:   30井　正明 開設者変 一般（感染） 現存
     (医      28) 平29. 1. 1             4
     (歯       2) 内   精   神  
     非常勤:  107 循   小   外  
     (医     105) 整外 脳外 皮  
     (歯       2) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     歯   歯外 麻  
     心外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2022,0139,9 医療法人社団松田歯科〒520-1501 0740-25-5050医療法人社団松田歯科松田　俊哉 平23. 9. 1内   循   リハ診療所
     (22,3139,2) 医院　まつだ内科歯科高島市新旭町旭６９６番地 常　勤:    3医院　理事長　松田　 新規 歯   小歯 現存
     クリニック (医       1)繁哉 平29. 9. 1
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2124,0032,2 医療法人悠悠会　いそ〒521-0004 0749-52-1100医療法人　悠悠会　理直木　正雄 平19. 4. 3内   消   循  診療所
     (24,3032,5) クリニック 米原市磯１７２９番地１ 常　勤:    1事長　直木　正雄 所在地変 放   呼   歯  現存
     (医       1) 平25. 4. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2299,0001,9 独立行政法人国立病院〒527-0044 0748-22-3030独立行政法人国立病院井上　修平 昭32. 7. 1一般       304病院
     (99,3001,2) 機構　東近江総合医療東近江市五智町２５５番地 常　勤:   45機構　理事長　楠岡　 更新 結核        16現存
     センター (医      43)英雄 平29. 7. 1神内 呼   消  
     (歯       2) 循   精   小  
     非常勤:   38 外   整外 脳外
     (医      37) 呼外 心外 皮  
     (歯       1) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     病理 歯外 麻  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2399,0020,9 独立行政法人国立病院〒529-1803 0748-83-0101独立行政法人国立病院大野　雅樹 昭32. 7. 1一般       180病院
     (99,3020,2) 機構　紫香楽病院 甲賀市信楽町牧９９７番地 常　勤:    9機構　理事長　楠岡　 更新 内   神内 呼  現存
     (医       9)英雄 平29. 7. 1循   小   外  
     非常勤:   23 整外 歯   リウ
     (医      22)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2499,0265,0 滋賀医科大学医学部附〒520-2121 077-548-2111国立大学法人　滋賀医松末　吉隆 昭61. 8. 1一般       569特定機能
     (99,3265,3) 属病院 大津市瀬田月輪町 常　勤:  470科大学　学長　塩田　 更新 精神        43病院
     (医     454)浩平 平28. 8. 1他   精   神内現存
     (歯      16) 呼内 消   循  
     非常勤:  221 小   外   整外
     (医     208) 脳外 呼外 心外
     (歯      13) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   病理 麻  
     歯外 形外 
     消化器内科　循
     環器内科　消化
     器外科　救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


