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    101,3078,6 諸隈歯科医院 〒840-0004 0952-97-0065諸隈　昭夫 諸隈　昭夫 昭41. 1. 1歯   診療所
     佐歯78 佐賀市蓮池町大字小松９８５番地常　勤:    1 新規開設 休止
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,3092,7 加藤歯科医院 〒840-0834 0952-23-5758加藤　十四男 加藤　十四男 昭43. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     佐歯92 佐賀市八幡小路３番２８号 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,3109,9 凌歯科医院 〒840-0831 0952-22-0538凌　好朗 凌　好朗 昭47. 6. 1歯   診療所
     佐歯109 佐賀市松原３丁目４番７号 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,3112,3 中尾歯科医院 〒840-0806 0952-31-0651中尾　嘉宏 中尾　嘉宏 昭48. 1. 1歯   小歯 診療所
     佐歯112 佐賀市神園２丁目７番５１号 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,3116,4 北島歯科医院 〒849-0921 0952-30-7777北島　啓男 北島　啓男 昭48. 5. 1歯   診療所
     佐歯116 佐賀市高木瀬西２丁目９番２３号常　勤:    2 その他 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,3122,2 寺谷歯科・矯正歯科ク〒840-0034 0952-29-5086寺谷　陽 寺谷　陽 昭50. 3. 1歯   矯歯 診療所
     佐歯122 リニック 佐賀市西与賀町大字厘外７３９番常　勤:    1 新規開設 現存
     地７ (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,3123,0 平井歯科医院 〒840-0825 0952-29-7747平井　治朗 平井　治朗 昭50. 6. 1歯   診療所
     佐歯123 佐賀市中央本町１番１０号 常　勤:    2 新規開設 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,3128,9 江頭歯科医院 〒840-0012 0952-26-7668江頭　健三 江頭　健三 昭51. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐歯128 佐賀市北川副町大字光法１４７７常　勤:    3 新規開設 現存
     番地１３ (歯       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,3137,0 鳥巣歯科医院 〒840-0804 0952-31-7611鳥巣　晃一 鳥巣　晃一 昭53.12. 1歯   小歯 診療所
     佐歯137 佐賀市神野東４丁目１３番５号 常　勤:    2 新規開設 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,3139,6 中島歯科医院 〒840-0806 0952-31-7666中島　直樹 中島　直樹 昭54. 1. 1歯   診療所
     佐歯139 佐賀市神園５丁目５番４号 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
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   1101,3145,3 小川歯科医院 〒840-0801 0952-31-8303小川　正文 小川　正文 昭54.11. 1歯   診療所
     佐歯145 佐賀市駅前中央２丁目１番１号 常　勤:    2 新規開設 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,3147,9 おがさわら歯科・小児〒840-0805 0952-31-8687小笠原　長司 小笠原　長司 昭54.12. 1歯   小歯 診療所
     佐歯147 歯科 佐賀市神野西２丁目３番３１号 常　勤:    2 その他 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,3148,7 緒方歯科クリニック 〒840-0805 0952-31-6115緒方　 敏 緒方　 敏 昭54.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐歯148 佐賀市神野西４丁目１１番１６号常　勤:    2 新規開設 歯外 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,3159,4 佐野歯科医院 〒840-0054 0952-23-6405佐野　直 佐野　直 昭56. 2.25歯   矯歯 小歯診療所
     佐歯159 佐賀市水ケ江２丁目５番３５号 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平29. 2.25
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,3160,2 横田歯科医院 〒840-0032 0952-24-2827横田　揚成 横田　揚成 昭56. 6. 1歯   診療所
     佐歯160 佐賀市末広１丁目１番１２号 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,3161,0 坂井歯科医院 〒840-0032 0952-29-2020坂井　敬弥 坂井　敬弥 昭56. 7. 1歯   小歯 診療所
     佐歯161 佐賀市末広１丁目１０番２号 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,3162,8 上原歯科医院 〒840-0806 0952-31-3196上原　正純 上原　正純 昭56. 7. 1歯   診療所
     佐歯162 佐賀市神園２丁目１０番１８号 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,3163,6 福成歯科医院 〒840-0015 0952-29-5355福成　義和 福成　義和 昭56. 7. 1歯   診療所
     佐歯163 佐賀市木原三丁目５番１号 常　勤:    2 新規開設 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,3165,1 西村歯科医院 〒840-0027 0952-25-3660西村　大志 西村　大志 昭56.10. 1歯   診療所
     佐歯165 佐賀市本庄町大字本庄２８０番地常　勤:    2 新規開設 現存
     １８ (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2001,3166,9 江口歯科医院 〒840-0826 0952-23-2522江口　喜雄 江口　喜雄 昭57. 7. 1歯   歯外 診療所
     佐歯166 佐賀市白山１丁目４番３９号 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,3169,3 宮崎歯科医院 〒840-0054 0952-24-8241宮崎　祐輔 宮崎　祐輔 昭57.12. 1歯   矯歯 診療所
     佐歯169 佐賀市水ヶ江１丁目４番５３号 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,3172,7 松尾歯科医院 〒840-0814 0952-23-8452松尾　日出輝 松尾　日出輝 昭57.11. 3歯   診療所
     佐歯172 佐賀市成章町２番２２号 常　勤:    2 新規開設 現存
     (歯       2) 平24.11. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,3177,6 木村歯科 〒849-0903 0952-98-3232木村　高樹 木村　高樹 昭58. 6. 1歯   小歯 診療所
     佐歯177 佐賀市久保泉町大字下和泉１９０常　勤:    2 新規開設 現存
     １番地１ (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,3179,2 徳島歯科医院 〒849-0923 0952-31-7783徳島　茂樹 徳島　茂樹 昭58.11. 1歯   診療所
     佐歯179 佐賀市日の出１丁目２７２番１４常　勤:    1 新規開設 現存
     号 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,3182,6 武富歯科医院 〒849-0905 0952-98-1123武富　啓起 武富　啓起 昭59.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐歯182 佐賀市金立町大字千布３１４７番常　勤:    2 新規開設 歯外 現存
     地 (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,3185,9 駒井歯科医院 〒840-0842 0952-22-7311駒井　英基 駒井　英基 昭60. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐歯185 佐賀市多布施４丁目１番１８号 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,3186,7 西村正信歯科医院 〒849-0916 0952-32-1141西村　正信 西村　正信 昭61. 7.24歯   小歯 診療所
     佐歯186 佐賀市高木瀬町大字東高木１１６常　勤:    1 新規開設 現存
     ３番地３ (歯       1) 平28. 7.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,3189,1 小副川歯科医院 〒840-0047 0952-24-6796小副川　文夫 小副川　文夫 昭61. 9.15歯   診療所
     佐歯189 佐賀市与賀町１７４番 常　勤:    2 移転開設 現存
     (歯       2) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,3193,3 たなか歯科 〒840-0027 0952-26-2062田中　俊夫 田中　俊夫 昭62. 6. 1歯   診療所
     佐歯193 佐賀市本庄町大字本庄１２２５番常　勤:    1 新規開設 現存
     地２ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3001,3194,1 福地歯科医院 〒849-0937 0952-31-4980福地　康浩 福地　康浩 昭62. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐歯194 佐賀市鍋島３丁目２番１４号 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,3200,6 栗林歯科医院 〒840-0841 0952-23-8940栗林　恵一 栗林　恵一 昭63.12.29歯   診療所
     佐歯200 佐賀市緑小路１番２号 常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平27.12.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,3201,4 ヒデキ歯科クリニック〒840-0016 0952-26-4691中島　秀基 中島　秀基 平元. 2.20歯   診療所
     佐歯201 佐賀市南佐賀二丁目７番１９号 常　勤:    1 移転開設 休止
     (歯       1) 平28. 2.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,3204,8 高森歯科医院 〒840-0831 0952-23-6298高森　佑一 高森　佑一 平元. 6. 1歯   診療所
     佐歯204 佐賀市松原４丁目６番７号 常　勤:    2 移転開設 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,3207,1 日浦歯科医院 〒849-0932 0952-32-0202日浦　隆 日浦　隆 平元. 7.14歯   小歯 診療所
     佐歯207 佐賀市鍋島町大字八戸溝２３７番常　勤:    1 新規開設 現存
     地１ (歯       1) 平28. 7.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,3210,5 諸岡歯科医院 〒840-0804 0952-30-3271医療法人　健歯会 諸岡　紀仁 平元.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐歯210 佐賀市神野東４丁目３番９号 常　勤:    3 法人化 現存
     (歯       3) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,3211,3 福成歯科医院 〒849-0932 0952-33-2811福成　義久 福成　義久 平 2. 3.29歯   診療所
     佐歯211 佐賀市鍋島町大字八戸溝１２５０常　勤:    1 移転開設 現存
     番地４ (歯       1) 平29. 3.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,3214,7 服部清彦歯科 〒840-0034 0952-26-2550服部　清彦 服部　清彦 平 2.11. 8歯   小歯 診療所
     佐歯214 佐賀市西与賀町大字厘外１５９２常　勤:    1 新規開設 現存
     番地１２ (歯       1) 平29.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,3215,4 ももたに歯科医院 〒840-0823 0952-29-1551桃谷　泰蔵 桃谷　泰蔵 平 2.12.10歯   小歯 矯歯診療所
     佐歯215 佐賀市柳町６番６号 常　勤:    2 新規開設 歯外 現存
     (歯       2) 平29.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,3220,4 くが歯科医院 〒840-0054 0952-22-6464医療法人　清真会 空閑　雅洋 平 5. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐歯220 佐賀市水ケ江２丁目８番１３号 常　勤:    1 法人化 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4001,3223,8 医療法人　森永歯科ク〒849-0922 0952-31-3734医療法人　森永歯科ク森永　大作 平 5. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐歯223 リニック 佐賀市高木瀬東５丁目８番２６号常　勤:    2リニック 法人化 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,3224,6 植田歯科医院 〒840-0051 0952-28-4448植田　雅人 植田　雅人 平 5.10. 1歯   診療所
     佐歯224 佐賀市田代２丁目１２番８号 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,3225,3 しげまつ歯科医院 〒840-0001 0952-22-5034重松　守 重松　守 平 5.11. 1歯   小歯 診療所
     佐歯225 佐賀市巨勢町大字修理田１２０９常　勤:    1 新規開設 現存
     番地３ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,3227,9 東島歯科医院 〒840-0047 0952-23-6020東島　伸氏 東島　伸氏 平 6. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐歯227 佐賀市与賀町３番２号 常　勤:    1 開設変更 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,3229,5 野口歯科医院 〒849-0918 0952-25-6060野口　忠裕 野口　忠裕 平 6. 4. 1歯   小歯 診療所
     佐歯229 佐賀市兵庫南１丁目４番２６号 常　勤:    2 新規開設 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,3230,3 医療法人　清仁会　山〒849-0928 0952-31-1182医療法人　清仁会 山田　清夫 平 6. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     佐歯230 田歯科医院 佐賀市若楠三丁目２番２２号 常　勤:    3 法人化 歯外 現存
     (歯       3) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,3231,1 田中栄一歯科小児歯科〒849-0936 0952-33-0631田中　栄一 田中　栄一 平 6.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐歯231 医院 佐賀市鍋島町大字森田３９９番地常　勤:    2 新規開設 現存
     １ (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,3233,7 すみ矯正歯科 〒840-0806 0952-32-4767隅　康二 隅　康二 平 7. 6. 1矯歯 診療所
     佐歯233 佐賀市神園３丁目１４番５号 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,3234,5 秋山歯科医院 〒849-0917 0952-32-8020秋山　昭雄 秋山　昭雄 平 8. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐歯234 佐賀市高木瀬町大字長瀬１６９２常　勤:    2 移転開設 歯外 現存
     番地１ (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,3235,2 酒井歯科医院 〒840-0811 0952-23-8417酒井　正男 酒井　正男 平 8.10. 4歯   小歯 診療所
     佐歯235 佐賀市大財５丁目１１番３０号 常　勤:    2 新規開設 現存
     (歯       2) 平29.10. 4
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   5001,3236,0 ふちがみ歯科医院 〒840-0803 0952-31-7441淵上　るり子 淵上　るり子 平 8.11. 1歯   診療所
     佐歯236 佐賀市栄町６番１２号 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,3237,8 鶴田歯科医院 〒849-0901 0952-71-8065鶴田　和裕 鶴田　和裕 平 9. 5. 1歯   小歯 診療所
     佐歯237 佐賀市久保泉町大字川久保２４９常　勤:    1 新規開設 現存
     ４番地１ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,3239,4 うめづ歯科・小児歯科〒849-0935 0952-30-2555梅津　哲夫 梅津　哲夫 平 9.11. 7歯   矯歯 小歯診療所
     佐歯239 医院 佐賀市八戸溝三丁目８番２号 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平24.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,3240,2 横尾歯科医院 〒849-0905 0952-98-3224横尾　芳弘 横尾　芳弘 平10. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     佐歯240 佐賀市金立町大字千布３０２８番常　勤:    1 新規開設 現存
     地１ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,3242,8 安田歯科 〒849-0926 0952-34-4588安田　幸司 安田　幸司 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     佐歯242 佐賀市若宮三丁目１番５９号 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,3244,4 藤川歯科医院 〒849-0918 0952-24-5528藤川　義博 藤川　義博 平10.11. 1歯   診療所
     佐歯244 佐賀市兵庫南二丁目７番３号 常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,3245,1 ふるかわ歯科・小児歯〒849-0937 0952-34-2666古川　直樹 古川　直樹 平11.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐歯245 科医院 佐賀市鍋島三丁目１４番１５号 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,3246,9 福島歯科医院 〒849-0937 0952-34-4810福島　正博 福島　正博 平11.10.12歯   矯歯 小歯診療所
     佐歯246 佐賀市鍋島二丁目８番３号 常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平29.10.12
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,3247,7 いまむら歯科医院 〒849-0901 0952-98-2491今村　英夫 今村　英夫 平12. 3.18歯   小歯 歯外診療所
     佐歯247 佐賀市久保泉町大字川久保１２２常　勤:    1 新規開設 現存
     ６番地 (歯       1) 平30. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,3250,1 にし歯科医院 〒849-0934 0952-36-9855西　信太郎 西　信太郎 平12.11. 6歯   小歯 診療所
     佐歯250 佐賀市開成２丁目１番１３号 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平24.11. 6
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   6001,3252,7 いちのせ歯科小児歯科〒840-0015 0952-27-0420一瀬　暢宏 一瀬　暢宏 平13. 1.15歯   小歯 診療所
     佐歯252 医院 佐賀市木原２丁目３番８号 常　勤:    2 新規開設 現存
     (歯       2) 平25. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,3253,5 御厨歯科医院 〒840-0831 0952-23-6227御厨　信一 御厨　信一 平13. 2. 1歯   診療所
     佐歯253 佐賀市松原１丁目３番１０号 常　勤:    1 開設変更 休止
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,3255,0 正島歯科 〒840-0815 0952-22-8211正島　茂夫 正島　茂夫 平13. 3.22歯   診療所
     佐歯255 佐賀市天神２丁目５番２５号 常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平25. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,3256,8 田中なおき歯科 〒840-0033 0952-26-5930田中　直樹 田中　直樹 平13. 4. 2歯   小歯 矯歯診療所
     佐歯256 佐賀市光２丁目９番１号 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,3257,6 はら歯科医院 〒840-0861 0952-22-8026原　秀幸 原　秀幸 平13. 4. 2歯   小歯 診療所
     佐歯257 佐賀市嘉瀬町大字中原１９６８番常　勤:    1 新規開設 現存
     地５ (歯       1) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,3260,0 服部歯科医院 〒840-0842 0952-24-1028服部　武彦 服部　武彦 平13. 8.16歯   診療所
     佐歯260 佐賀市多布施１丁目５番３９号 常　勤:    1 開設変更 現存
     (歯       1) 平25. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,3262,6 みのり歯科診療所 〒840-0054 0952-27-8566内山　睦美 内山　睦美 平14. 2. 2歯   小歯 歯外診療所
     佐歯262 佐賀市水ケ江５丁目２番８号 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平26. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,3264,2 きたむら歯科クリニッ〒840-0008 0952-41-6024北村　泰之 北村　泰之 平15. 3.21歯   小歯 診療所
     佐歯264 ク 佐賀市巨勢町大字牛島７３０番地常　勤:    1 新規開設 現存
     モラージュ佐賀２Ｆ (歯       1) 平27. 3.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,3265,9 こうすけ歯科医院 〒849-0913 0952-41-8469古川　幸介 古川　幸介 平15. 7. 3歯   小歯 矯歯診療所
     佐歯265 佐賀市兵庫町大字渕１３２１番地常　勤:    1 新規開設 現存
     ８ (歯       1) 平27. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,3266,7 副島歯科医院 〒840-0811 0952-24-8981副島　詩子 副島　詩子 平15. 8. 8歯   小歯 矯歯診療所
     佐歯266 佐賀市大財二丁目１番１８号 常　勤:    2 開設変更 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 8. 8
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7001,3267,5 北村歯科医院 〒840-0804 0952-30-5232服部　信一 服部　信一 平16. 1. 1歯   小歯 診療所
     佐歯267 佐賀市神野東２丁目５番２６号 常　勤:    2 開設変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,3268,3 おかむら歯科医院 〒840-0855 0952-27-7899盧（岡村）　泰石 盧（岡村）　泰石 平16. 1. 5歯   小歯 歯外診療所
     佐歯268 佐賀市昭栄町３０番 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平28. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,3269,1 医療法人社団　恵真会〒840-0805 0952-31-1840医療法人社団　恵真会下平　格 平16. 2. 1歯   診療所
     佐歯269 　下平歯科医院 佐賀市神野西三丁目１番２１号 常　勤:    2 移転開設 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,3270,9 森永歯科医院 〒840-0801 0952-30-9006森永　壽 森永　壽 平16. 2. 1歯   診療所
     佐歯270 佐賀市駅前中央二丁目６番８号 常　勤:    1 開設変更 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,3271,7 山口歯科医院 〒840-0850 0952-24-3324山口　史高 山口　史高 平16. 4. 5歯   小歯 診療所
     佐歯271 佐賀市新栄東二丁目２番１６号 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平28. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,3278,2 北島歯科医院 〒840-0853 0952-23-7621北島　正弘 北島　正弘 平17. 3.19歯   小歯 診療所
     佐歯278 佐賀市長瀬町２番３２号 常　勤:    1 開設変更 現存
     (歯       1) 平29. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,3279,0 高森歯科医院 〒840-0862 0952-25-2751高森　コウ二 高森　コウ二 平17. 5. 1歯   小歯 診療所
     佐歯279 佐賀市嘉瀬町大字扇町２３７５番常　勤:    3 移転開設 現存
     地１ (歯       3) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,3281,6 スマイル歯科 〒840-0011 0952-27-0412髙城　秀典 髙城　秀典 平17.12. 2歯   小歯 歯外診療所
     佐歯281 佐賀市北川副町大字江上９５番地常　勤:    1 移転開設 現存
     １ (歯       1) 平29.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,3282,4 陣内歯科医院 〒840-0826 0952-23-4700陣内　重雄 陣内　重雄 平18. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐歯282 佐賀市白山２丁目８番２２号 常　勤:    3 開設変更 現存
     (歯       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,3283,2 松本歯科医院 〒840-0823 0952-23-2244松本　一 松本　一 平18. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐歯283 佐賀市柳町１番１２号 常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8001,3284,0 医療法人　小松歯科 〒840-0851 0952-22-5281医療法人　小松歯科 小松　倫也 平18. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐歯284 佐賀市天祐２丁目３番１２号 常　勤:    1 法人化 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,3285,7 医療法人　浦歯科医院〒849-0918 0952-28-7070医療法人　浦歯科医院浦　嘉訓 平18. 9. 1歯   小歯 診療所
     佐歯285 佐賀市兵庫南４丁目１番２９号 常　勤:    1 法人化 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,3288,1 医療法人　健成会　こ〒840-0816 0952-27-0927医療法人　健成会　こ近藤　成智 平19. 2. 1歯   矯歯 診療所
     佐歯288 んどう矯正歯科 佐賀市駅南本町６番７号ＵＣＨＩ常　勤:    1んどう矯正歯科 法人化 現存
     ＤＡビル３階 (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,3289,9 池田歯科・こども歯科〒840-0859 0952-22-0388医療法人　池田歯科医池田　博昭 平19. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     佐歯289 医院 佐賀市新栄西１丁目２番４５号 常　勤:    2院 法人化 他   現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,3292,3 ゆめ咲歯科クリニック〒849-0919 0952-30-3156石川　和直 石川　和直 平19. 7. 6歯   小歯 矯歯診療所
     佐歯292 佐賀市兵庫北二丁目３０番３７号常　勤:    2 新規開設 現存
     (歯       2) 平25. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,3295,6 みうら歯科口腔外科ク〒840-0023 0952-28-0535三浦　正資 三浦　正資 平19.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐歯295 リニック 佐賀市本庄町大字袋１０３番１ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,3296,4 中島歯科医院 〒840-0012 0952-24-8148中島　喜治 中島　喜治 平20. 3.11歯   診療所
     佐歯296 佐賀市北川副町大字光法１４８５常　勤:    2 移転開設 現存
     番地３ (歯       2) 平26. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,3299,8 溝上歯科 〒840-0862 0952-27-4011溝上　洋太郎 溝上　洋太郎 平20.10.16歯   小歯 診療所
     佐歯299 佐賀市嘉瀬町扇町２６０９番地４常　勤:    1 新規開設 現存
     ３ (歯       1) 平26.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,3300,4 今村歯科医院 〒840-0832 0952-24-2014今村　忍 今村　忍 平20.12. 1歯   小歯 診療所
     佐歯300 佐賀市堀川町２番１１号 常　勤:    1 開設変更 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［佐賀県］

［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    10 頁

   8901,3302,0 嘉村壽人歯科医院 〒840-0843 0952-26-8255嘉村　壽人 嘉村　壽人 平21. 4. 2歯   小歯 診療所
     佐歯302 佐賀市川原町１番２４号 常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平27. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,3305,3 まえやま歯科医院 〒840-0054 0952-23-3150前山　茂樹 前山　茂樹 平21. 7. 6歯   小歯 歯外診療所
     佐歯305 佐賀市水ケ江五丁目７番１９号 常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平27. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,3306,1 ひろ歯科クリニック 〒849-0919 0952-28-6420金ヶ江　浩綱 金ケ江　浩綱 平21. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     佐歯306 佐賀市兵庫北１丁目８番２号 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,3307,9 森寺歯科医院 〒840-0021 0952-26-7450森寺　邦章 森寺　邦章 平21. 8. 1歯   小歯 診療所
     佐歯307 佐賀市鬼丸町４番２３号 常　勤:    2 移転開設 現存
     (歯       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,3308,7 井内歯科医院 〒840-0831 0952-29-3320井内　正幸 井内　正幸 平22. 1.21歯   診療所
     佐歯308 佐賀市松原４丁目５番１３号 常　勤:    1 開設変更 現存
     (歯       1) 平28. 1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,3309,5 ふじわら歯科クリニッ〒849-0918 0952-27-7888藤原　和由 藤原　和由 平22. 5. 6歯   歯外 小歯診療所
     佐歯309 ク 佐賀市兵庫南二丁目１５番２７号常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,3310,3 千葉歯科医院 〒849-0934 0952-31-8164千葉　研介 千葉　研介 平22. 8. 5歯   矯歯 小歯診療所
     佐歯310 佐賀市開成五丁目３番３５号 常　勤:    1 開設変更 現存
     (歯       1) 平28. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,3311,1 かもめ歯科クリニック〒849-0919 0952-33-8739医療法人　オリオン会山本　昌宏 平22.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     佐歯311 佐賀市兵庫北５丁目１４番１号ゆ常　勤:    2 法人化 歯外 現存
     めタウン佐賀２Ｆ (歯       2) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,3313,7 ゆきデンタルクリニッ〒849-0919 0952-30-4901矢島　由紀 矢島　由紀 平23. 5.20小歯 矯歯 歯  診療所
     佐歯313 ク 佐賀市兵庫北二丁目１５番３４号常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,3316,0 たしろデンタルクリニ〒849-0937 0952-97-7964田代　聡志 田代　聡志 平23.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐歯316 ック 佐賀市鍋島１丁目９番８号秋桜マ常　勤:    1 新規開設 矯歯 現存
     ンション１階１０１号 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9901,3317,8 フジセデンタルクリニ〒840-0016 0952-27-7011藤瀬　恭平 藤瀬　恭平 平24. 3. 1歯   矯歯 歯外診療所
     佐歯317 ック 佐賀市南佐賀１丁目２１番３０号常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,3318,6 イターナル歯科クリニ〒840-0826 0952-27-5055医療法人　英峰会 岩永　英隆 平24. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐歯318 ック 佐賀市白山１丁目７番１号 常　勤:    3 法人化 矯歯 現存
     (歯       3) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,3319,4 おのはら歯科医院 〒840-0821 0952-37-7300小野原　昌弘 小野原　昌弘 平24. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐歯319 佐賀市東佐賀町１４－２０ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,3320,2 木下歯科医院 〒849-0902 0952-98-3155医療法人　長晴会 木下　拓郎 平24.10. 1歯   小歯 診療所
     佐歯320 佐賀市久保泉町上和泉２２３２番常　勤:    2 新規開設 現存
     地１ (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,3321,0 しほデンタルクリニッ〒840-0023 0952-97-8315高森　志保 高森　志保 平25. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐歯321 ク 佐賀市本庄町袋２４４－１ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,3322,8 あすく歯科医院 〒849-0919 0952-65-5924中島　毅久 中島　毅久 平25. 9.15歯   矯歯 小歯診療所
     佐歯322 佐賀市兵庫北５丁目２番２３号 常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 9.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,3323,6 はらだ歯科クリニック〒840-0015 0952-29-5103原田　大二 原田　大二 平26. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     佐歯323 佐賀市木原二丁目８番１０号 常　勤:    1 開設変更 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,3324,4 医療法人社団　進歯科〒840-0015 0952-27-8024医療法人社団　進歯科進　武彦 平26. 6. 2歯   小歯 診療所
     佐歯324 医院 佐賀市木原一丁目２４番３８号 常　勤:    1医院 移転開設 現存
     (歯       1) 平26. 6. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,3326,9 佐賀駅前ソラーレ歯科〒840-0804 0952-34-5307福地　浩文 福地　浩文 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐歯326 医院 佐賀市神野東２丁目４番２６号 新規開設 現存
     平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10801,3327,7 古宇田歯科医院 〒849-0917 0952-30-8011医療法人　古宇田歯科古宇田　れい子 平28. 1. 1歯   診療所
     佐歯327 佐賀市高木瀬町大字長瀬９２０番常　勤:    2医院 法人化 現存
     地３ (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,3328,5 そえじま歯科 〒849-0201 0952-68-4180副島　洋人 副島　洋人 平28. 1. 4歯   小歯 診療所
     佐歯328 佐賀市久保田町徳万９２５－５ 常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平28. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,3329,3 北山歯科診療所 〒840-0534 0952-57-2638医療法人　森永歯科ク森永　太 平28. 2. 1歯   診療所
     佐歯329 佐賀市富士町大字中原４８３番地常　勤:    1リニック 新規開設 現存
     １ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,3330,1 なごみハロー歯科診療〒840-0833 0952-97-5690医療法人社団奉仕会 原口　元典 平28. 3. 1歯   診療所
     佐歯330 所 佐賀市中の小路３番３６号２０８常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,3331,9 すえます歯科クリニッ〒840-2203 0952-37-1011末益　伸彦 末益　伸彦 平29. 1.11歯   歯外 小歯診療所
     佐歯331 ク 佐賀市川副町早津江２０８－１ 常　勤:    1 新規開設 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,3332,7 おか歯科 〒849-0922 0952-32-6683岡　大和 岡　大和 平29. 7. 4歯   小歯 歯外診療所
     佐歯332 佐賀市高木瀬東３－１３－１７ 常　勤:    1 新規開設 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 7. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,3333,5 しげまつ歯科口腔クリ〒840-0201 0952-37-1184重松　正仁 重松　正仁 平29. 9. 7歯   歯外 小歯診療所
     佐歯333 ニック 佐賀市大和町尼寺３２１７－２ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,3346,7 池田デンタルクリニッ〒840-0857 0952-23-6203池田　現人 池田　現人 平29.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐歯346 ク 佐賀市鍋島町大字八戸１３４４－常　勤:    2 開設変更 現存
     ５ (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,3347,5 ＨＣＡーｓｔｙｌｅ　〒849-0934 0952-31-7515医療法人ＨＣＡーｓｔ北川　博一 平30. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     佐歯347 北川歯科こども歯科医佐賀市開成６丁目８番１８号 常　勤:    4ｙｌｅ北川歯科こども 法人化 現存
     院 (歯       4)歯科医院 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,3348,3 はやし歯科クリニック〒840-0042 0952-37-1582林　好美 林　好美 平30. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐歯348 佐賀市赤松町２４１－４０ 常　勤:    1 新規開設 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11801,3349,1 佐野歯科・矯正歯科ク〒849-0201 0952-68-2405医療法人　明和会 佐野　豊 平30. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     佐歯349 リニック 佐賀市久保田町大字徳万１７３番常　勤:    2 法人化 歯外 現存
     地１ (歯       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11902,3073,5 田村弘典歯科医院 〒847-0873 0955-72-6400田村　弘典 田村　弘典 昭59. 4. 1歯   小歯 診療所
     唐歯73 唐津市海岸通７１８２番地２３ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12002,3074,3 古賀歯科医院 〒847-0842 0955-72-3506古賀　和夫 古賀　和夫 昭59. 4. 1歯   診療所
     唐歯74 唐津市山下町１１７１番地２ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12102,3078,4 宮原歯科クリニック 〒847-0002 0955-78-0177宮原　敦子 宮原　敦子 昭61. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     唐歯78 唐津市山本１４９７番地 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12202,3084,2 牟田悟朗歯科医院 〒847-0012 0955-74-6858牟田　悟朗 牟田　悟朗 平 2. 9. 1歯   診療所
     唐歯84 唐津市大名小路１３７番地１ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12302,3088,3 みのはら歯科医院 〒847-0022 0955-77-2339簔原　尚之 簔原　尚之 平 3. 7. 1歯   診療所
     唐歯88 唐津市鏡１８２２番地２ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12402,3093,3 古市ひとひろ歯科 〒847-0002 0955-78-0492古市　仁宏 古市　仁宏 平 5. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     唐歯93 唐津市山本２１３７番地１９ 常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12502,3097,4 市原歯科医院 〒847-0861 0955-73-7888市原　真俊 市原　真俊 平 6. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     唐歯97 唐津市二タ子２丁目４番７４号 常　勤:    2 新規開設 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12602,3100,6 未来歯科医院 〒847-0055 0955-75-2905奥野　政信 奥野　政信 平 7. 2. 1歯   診療所
     唐歯100 唐津市刀町１５１５番地１ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12702,3104,8 ファミリー歯科 〒847-0063 0955-75-0880医療法人　優歯会　フ大庭　健一 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     唐歯104 唐津市東町１７番地１ 常　勤:    1ァミリー歯科 法人化 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12802,3105,5 なかむら歯科医院 〒847-0114 0955-72-1124中村　日出夫 中村　日出夫 平10. 9. 1歯   小歯 診療所
     唐歯105 唐津市佐志中通４０６５番地７８常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12902,3106,3 医療法人　兼子歯科医〒847-0013 0955-72-4598医療法人　兼子歯科医佐藤　武人 平10.11. 1歯   診療所
     唐歯106 院 唐津市南城内３番７号 常　勤:    1院 法人化 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13002,3107,1 小宮矯正歯科 〒847-0066 0955-70-0133小宮　智幸 小宮　智幸 平11.11. 1歯   矯歯 診療所
     唐歯107 唐津市大石町２４７５番地２ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13102,3110,5 今村歯科医院 〒847-0824 0955-70-0222今村　哲也 今村　哲也 平12. 4. 1歯   診療所
     唐歯110 唐津市神田２２０２番地２０ 常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13202,3112,1 松尾しげき歯科医院 〒847-0821 0955-74-4745医療法人　咬福会 松尾　繁樹 平12. 9. 1歯   診療所
     唐歯112 唐津市町田五丁目９番３４号 常　勤:    2 法人化 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13302,3116,2 古市歯科医院 〒847-0022 0955-77-0208医療法人　古市歯科医古市　哲 平14.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     唐歯116 唐津市鏡１０６３番地３ 常　勤:    1院 法人化 歯外 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13402,3117,0 田村歯科医院 〒847-0013 0955-73-5212田村　直樹 田村　直樹 平15. 1. 1歯   診療所
     唐歯117 唐津市南城内２番２３号 常　勤:    3 開設変更 現存
     (歯       3) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13502,3120,4 ハシムラ歯科医院 〒847-0075 0955-79-6550橋村　隆 橋村　隆 平16. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     唐歯120 唐津市和多田用尺１２番２９号 常　勤:    1 新規開設 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13602,3121,2 なかみぞ歯科クリニッ〒847-0083 0955-79-8111中溝　誠 中溝　誠 平16. 2. 1歯   診療所
     唐歯121 ク 唐津市和多田大土井１０番２２号常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
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  13702,3123,8 あい歯科医院 〒847-0012 0955-72-4273舛田　耕二 舛田　耕二 平16. 3. 8歯   矯歯 診療所
     唐歯123 唐津市大名小路６番２号 常　勤:    2 移転開設 現存
     (歯       2) 平28. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13802,3126,1 医療法人　まつうら歯〒847-0821 0955-72-6200医療法人　まつうら歯松浦　武 平17. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     唐歯126 科クリニック　唐津 唐津市町田１８０９番地 常　勤:    3科クリニック 法人化 現存
     (歯       3) 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13902,3128,7 青木歯科医院 〒847-0816 0955-79-4182青木　隆憲 青木　隆憲 平17. 8. 1歯   矯歯 歯外診療所
     唐歯128 唐津市新興町１８０番地 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14002,3129,5 岩松歯科医院 〒847-0055 0955-72-1072竹島　英顕 竹島　英顕 平17.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     唐歯129 唐津市刀町１５０１番地４ 常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14102,3130,3 くが歯科医院 〒849-3216 0955-51-5120空閑　照孝 空閑　照孝 平17.11. 1歯   小歯 診療所
     唐歯130 唐津市相知町町切８９８番地１ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14202,3131,1 おおた歯科医院 〒847-0017 0955-72-0553大田　剛 大田　剛 平18. 2. 2歯   小歯 矯歯診療所
     唐歯131 唐津市東唐津４丁目７番１７号 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平30. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14302,3132,9 くりたやすゆき歯科医〒849-3218 0955-51-8811栗田　靖之 栗田　靖之 平18. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     唐歯132 院 唐津市相知町中山３７５０番地６常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14402,3134,5 医療法人　勝三会　ハ〒847-0313 0955-82-4859医療法人　勝三会 長谷川　信義 平19. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     唐歯134 セガワ歯科 唐津市鎮西町塩鶴２５３５番地１常　勤:    1 法人化 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14502,3135,2 医療法人　和光会　リ〒847-0821 0955-75-0055医療法人　和光会　リ力武　晃 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     唐歯135 キタケ歯科医院 唐津市町田１丁目２３５１番地１常　勤:    1キタケ歯科医院 法人化 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14602,3136,0 わたなべ歯科クリニッ〒847-0861 0955-79-7717渡辺　孝輔 渡辺　孝輔 平19. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     唐歯136 ク 唐津市二タ子１丁目９番３９号 常　勤:    2 新規開設 矯歯 現存
     (歯       2) 平25. 5. 1
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  14702,3139,4 田渕歯科医院 〒847-0022 0955-77-3918田渕　辰信 田渕　辰信 平19.12. 1歯   診療所
     唐歯139 唐津市鏡２８４０番地 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14802,3140,2 松尾歯科医院 〒847-0817 0955-72-8021松尾　賛 松尾　賛 平20.12. 1歯   診療所
     唐歯140 唐津市熊原町３１４５番地 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14902,3141,0 あおぞら歯科医院 〒847-1526 0955-51-6802堤　英臣 堤　英臣 平20.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     唐歯141 唐津市肥前町入野甲１９６１番地常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     １１ (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15002,3142,8 たなべ歯科医院 〒847-0056 0955-73-7183田邉　隆 田邉　隆 平22. 4.19歯   小歯 診療所
     唐歯142 唐津市坊主町４３６番地１ 常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平28. 4.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15102,3144,4 おき歯科医院 〒847-0031 0955-77-3603沖　宜親 沖　宜親 平22.11. 1歯   小歯 診療所
     唐歯144 唐津市原字笹原１３９２番地５ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15202,3145,1 たけべ歯科医院 〒847-0074 0955-58-9775武部　祥宗 武部　祥宗 平23. 6. 6歯   歯外 診療所
     唐歯145 唐津市和多田先石３－３９ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15302,3146,9 上野デンタルクリニッ〒847-0002 0955-78-1447上野　博司 上野　博司 平23.12.13歯   小歯 歯外診療所
     唐歯146 ク 唐津市山本１５５４－５ 常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平29.12.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15402,3147,7 医療法人　すえなが歯〒849-5131 0955-56-6548医療法人　すえなが歯末永　順一郎 平24. 1. 1歯   診療所
     唐歯147 科医院 唐津市浜玉町浜崎１０４４番地 常　勤:    1科医院 法人化 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15502,3150,1 みさき歯科医院 〒847-0081 0955-75-1510庄﨑　達雄 庄﨑　達雄 平25. 3.11歯   小歯 診療所
     唐歯150 唐津市和多田南先石７－１１ 常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平25. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15602,3153,5 中島歯科 〒847-0028 0955-77-2351中島　雅典 中島　雅典 平25. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     唐歯153 唐津市鏡新開３５番 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［佐賀県］

［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    17 頁

  15702,3154,3 すどう歯科医院 〒847-0303 0955-82-1732畠中　浩朝 畠中　浩朝 平26. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     唐歯154 唐津市呼子町呼子４１８２番地２常　勤:    2 新規開設 現存
     (歯       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15802,3155,0 藤井歯科医院 〒847-0875 0955-58-8675藤井　哲則 藤井　哲則 平27. 8. 1歯   小歯 診療所
     唐歯155 唐津市西唐津２丁目６２２８－８常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15902,3156,8 古舘歯科医院 〒847-0824 0955-74-5777古舘　善廣 古舘　善廣 平27.10.19歯   歯外 小歯診療所
     唐歯156 唐津市神田２６５１－１ 常　勤:    2 移転開設 現存
     (歯       2) 平27.10.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16002,3157,6 ひかり歯科医院 〒849-3201 0955-62-2301杉光　真澄 杉光　真澄 平28. 1. 1歯   診療所
     唐歯157 唐津市相知町相知１６４１番地２常　勤:    1 開設変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16102,3159,2 北城内ひろこ歯科クリ〒847-0015 0955-58-8413高﨑　浩子 高﨑　浩子 平28. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     唐歯159 ニック 唐津市北城内６－５２ 常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16202,3160,0 中谷歯科 〒847-1521 0955-54-0607医療法人　中谷歯科 中谷　格 平28. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     唐歯160 唐津市肥前町田野丙２番１号 常　勤:    1 法人化 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16302,3161,8 さくら歯科医院 〒847-0304 0955-82-2828繁岡　紘光 繁岡　紘光 平29. 5. 8歯   小歯 歯外診療所
     唐歯161 唐津市呼子町殿ノ浦９８４番地１常　勤:    1 新規開設 現存
     ４ (歯       1) 平29. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16402,3162,6 栗田歯科医院 〒847-1105 0955-58-3020栗田　崇之 栗田　崇之 平30. 1.11歯   診療所
     唐歯162 唐津市七山仁部９４番地１ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平30. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16502,3163,4 井上歯科医院 〒847-0821 0955-74-1692井上　栄治 井上　栄治 平30. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     唐歯163 唐津市町田１丁目７番２８号 常　勤:    2 開設変更 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16602,3164,2 よつば歯科クリニック〒847-0824 0955-53-8418野口　貴正 野口　貴正 平30. 5. 1歯   診療所
     唐歯164 唐津市神田１９４０－３ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16702,3165,9 大浦歯科医院 〒847-0002 0955-58-8676大浦　一典 大浦　一典 平30. 5.10歯   診療所
     唐歯165 唐津市山本４８４－３ 常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平30. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16803,3021,2 医療法人健栄会　門司〒841-0015 0942-82-2747医療法人　健栄会 門司　達也 昭47.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鳥歯21 歯科医院 鳥栖市田代上町２２１番地 常　勤:    6 新規開設 歯外 現存
     (歯       6) 平29.11. 1
     非常勤:   11
     (歯      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16903,3024,6 元町歯科診療所 〒841-0051 0942-82-4141古賀　敏久 古賀　敏久 昭51. 9. 1歯   診療所
     鳥歯24 鳥栖市元町１３００番地１ 常　勤:    4 新規開設 現存
     (歯       4) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17003,3027,9 赤司歯科医院 〒841-0081 0942-83-0202赤司　健一 赤司　健一 昭54. 5. 1歯   診療所
     鳥歯27 鳥栖市萱方町２３９番地９ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17103,3029,5 藤戸歯科医院 〒841-0047 0942-85-0100藤戸　礼子 藤戸　礼子 昭56. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     鳥歯29 鳥栖市今泉町２５３７番地３ 常　勤:    2 新規開設 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17203,3030,3 山口歯科医院 〒841-0023 0942-83-1572山口　淳 山口　淳 昭56. 7. 1歯   診療所
     鳥歯30 鳥栖市姫方町３６５番地 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17303,3035,2 中冨歯科医院 〒841-0014 0942-85-1234中冨　弘康 中冨　弘康 昭59. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     鳥歯35 鳥栖市桜町１４６８番地１ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17403,3037,8 照崎歯科医院 〒841-0061 0942-85-1575照﨑　金憲 照﨑　金憲 昭61. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鳥歯37 鳥栖市轟木町１５０１番地１０ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17503,3041,0 上田歯科医院 〒841-0072 0942-82-8060上田　昭彦 上田　昭彦 昭63. 6. 1歯   小歯 診療所
     鳥歯41 鳥栖市村田町７番地６ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［佐賀県］

［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

  17603,3044,4 熊谷歯科医院 〒841-0084 0942-82-4970熊谷　孝之 熊谷　孝之 平元.10.11歯   小歯 診療所
     鳥歯44 鳥栖市山浦町１３８６番地１ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平28.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17703,3045,1 医療法人　權藤歯科 〒841-0052 0942-82-4448医療法人　權藤歯科 權藤　総一郎 平 2. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鳥歯45 鳥栖市宿町１１０３番地５ 常　勤:    2 法人化 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17803,3046,9 こが歯科 〒841-0025 0942-83-2163古賀　初 古賀　初 平 2. 5. 1歯   診療所
     鳥歯46 鳥栖市曽根崎町１４９０番地６ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17903,3049,3 医療法人　原歯科医院〒841-0052 0942-85-2377医療法人　原歯科医院原　保之 平 5. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     鳥歯49 鳥栖市宿町１３６２番地１ 常　勤:    1 法人化 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18003,3051,9 酒井歯科医院 〒841-0037 0942-84-1575酒井　孝也 酒井　孝也 平 9. 8. 7歯   小歯 診療所
     鳥歯51 鳥栖市本町一丁目９２１番地１．常　勤:    1 新規開設 現存
     ９２１番地２ (歯       1) 平24. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18103,3052,7 こばやし歯科医院 〒841-0016 0942-84-3939小林　吉史 小林　吉史 平11. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     鳥歯52 鳥栖市田代外町６５５番地１ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18203,3059,2 うえまつ歯科 〒841-0005 0942-87-3514上松　誠八郎 上松　誠八郎 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     鳥歯59 鳥栖市弥生が丘２丁目９番地 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18303,3062,6 なかた歯科医院 〒841-0071 0942-84-8225中田　隆志 中田　隆志 平15.11. 1歯   小歯 診療所
     鳥歯62 鳥栖市原古賀町７０７番地１ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18403,3063,4 ふたば歯科医院 〒841-0052 0942-82-5466新冨　芳浩 新冨　芳浩 平16. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     鳥歯63 鳥栖市宿町１４２９番地１ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18503,3064,2 たにぐち歯科クリニッ〒841-0052 0942-81-3814谷口　哲也 谷口　哲也 平16. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鳥歯64 ク 鳥栖市宿町１１３１番地２ 常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18603,3065,9 田中こども歯科医院 〒841-0052 0942-87-5151田中　克明 田中　克明 平16. 6.18小歯 矯歯 歯  診療所
     鳥歯65 鳥栖市宿町１４７０番地１３ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平28. 6.18
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  18703,3066,7 医療法人　元秀会　隈〒841-0005 0942-87-9877医療法人　元秀会 隈本　太郎 平17. 5.12歯   小歯 矯歯診療所
     鳥歯66 本歯科医院 鳥栖市弥生が丘２丁目１２４番地常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18803,3067,5 九福附属歯科診療所 〒841-0014 0942-83-0783学校法人　九州アカデ境　脩 平18. 8. 1歯   診療所
     鳥歯67 鳥栖市桜町１４４９番地１ 常　勤:    1ミー学園 新規開設 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18903,3068,3 医療法人　くらのうえ〒841-0056 0942-81-5410医療法人　くらのうえ市丸　英二 平19. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鳥歯68 市丸歯科 鳥栖市蔵上二丁目１８７番地 常　勤:    3市丸歯科 法人化 歯外 現存
     (歯       3) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19003,3069,1 ｃｈｉｅ　ｄｅｎｔａ〒841-0005 0942-82-0988古賀　千恵 古賀　千恵 平19. 5.30歯   小歯 矯歯診療所
     鳥歯69 ｌ　ｃｌｉｎｉｃ 鳥栖市弥生が丘６丁目３２６番地常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平25. 5.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19103,3071,7 ひらつか歯科医院 〒841-0052 0942-48-2133平塚　美苗子 平塚　美苗子 平20. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     鳥歯71 鳥栖市宿町１４３０番地６号 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19203,3072,5 ヒロデンタルクリニッ〒841-0005 0942-48-6480古賀　洋 古賀　洋 平20. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鳥歯72 ク 鳥栖市弥生が丘６丁目９８番 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19303,3077,4 古賀歯科医院 〒841-0066 0942-82-4072古賀　隆利 古賀　隆利 平22. 1. 1歯   診療所
     鳥歯77 鳥栖市儀徳町２６７２番地１ 常　勤:    1 開設変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19403,3078,2 医療法人　皓徳会　中〒841-0025 0942-87-3558医療法人　皓徳会 中川　晃成 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     鳥歯78 川歯科医院 鳥栖市曽根崎町字城下２３７７番常　勤:    3 法人化 現存
     (歯       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19503,3080,8 医療法人　なりとみ歯〒841-0004 0942-84-3116医療法人　なりとみ歯成富　健剛 平22. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鳥歯80 科 鳥栖市神辺町字河原３９７番地１常　勤:    3科 法人化 現存
     (歯       3) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19603,3081,6 きむら歯科医院 〒841-0062 0942-85-8445木村　欣史 木村　欣史 平23. 1. 1歯   小歯 診療所
     鳥歯81 鳥栖市幸津町馬場１９４８番地７常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
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  19703,3082,4 アルファ歯科・矯正歯〒841-0032 0942-83-8211＿田　隆資 ＿田　隆資 平23. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鳥歯82 科クリニック 鳥栖市大正町６９７－３ 常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19803,3083,2 近藤歯科医院 〒841-0047 0942-85-1717近藤　英紀 近藤　英紀 平23.12. 1歯   小歯 診療所
     鳥歯83 鳥栖市今泉町字六枝２３８９－４常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19903,3084,0 はらこが歯科 〒841-0071 0942-83-3722古賀　素子 古賀　素子 平24. 7. 1歯   診療所
     鳥歯84 鳥栖市原古賀町三本松８６１ 常　勤:    1 開設変更 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20003,3086,5 ふかや歯科医院 〒841-0081 0942-85-2522深谷　拓司 深谷　拓司 平25. 6.15歯   小歯 歯外診療所
     鳥歯86 鳥栖市萱方町１３６－１ 常　勤:    2 新規開設 現存
     (歯       2) 平25. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20103,3087,3 とおやま歯科医院 〒841-0026 0942-84-8217医療法人　Ｗｈｉｔｅ遠山　聖 平25. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     鳥歯87 鳥栖市本鳥栖町５３７番地１ 常　勤:    2Ａｒｔ 法人化 矯歯 現存
     (歯       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20203,3088,1 しもむら歯科医院 〒841-0061 0942-81-5451下村　久行 下村　久行 平25. 9. 1歯   小歯 診療所
     鳥歯88 鳥栖市轟木町三本黒木１２４３番常　勤:    1 移転開設 現存
     ７ (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20303,3089,9 弥生が丘みらい歯科ク〒841-0005 0942-87-3100医療法人　敬天会 中村　好一 平27. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鳥歯89 リニック 鳥栖市弥生が丘２丁目１９４番地常　勤:    1 法人化 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20403,3090,7 弥生が丘ソラーレ歯科〒841-0005 0942-83-8003岩元　知之 岩元　知之 平27. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鳥歯90 医院 鳥栖市弥生が丘５－２１３ 常　勤:    3 開設変更 歯外 現存
     (歯       3) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20503,3091,5 しらみず歯科クリニッ〒841-0033 0942-83-8282白水　一崇 白水　一崇 平28. 8. 1歯   矯歯 歯外診療所
     鳥歯91 ク 鳥栖市本通町２丁目８８２－１ 常　勤:    1 新規開設 小歯 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20603,3092,3 野口歯科医院 〒841-0004 0942-82-6510医療法人健やか会 野口　史明 平29. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鳥歯92 鳥栖市神辺町１５７８－８ 常　勤:    1 法人化 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
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  20704,3024,4 木下歯科クリニック 〒846-0012 0952-76-4970木下　務 木下　務 平 2.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     多歯24 多久市東多久町大字別府４６３６常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     番地１ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20804,3026,9 うえつはら歯科医院 〒846-0002 0952-75-5170上津原　真吾 上津原　真吾 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     多歯26 多久市北多久町大字小侍４５番地常　勤:    1 新規開設 現存
     ３９ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20904,3028,5 副島歯科医院 〒846-0002 0952-75-2824副島　洋二 副島　洋二 平 6. 2.28歯   診療所
     多歯28 多久市北多久町大字小侍１２２６常　勤:    1 開設変更 現存
     番地４ (歯       1) 平30. 2.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21004,3032,7 医療法人　そがデンタ〒846-0012 0952-76-3751医療法人　そがデンタ曽我　修一 平16. 3. 1歯   小歯 診療所
     多歯32 ルクリニック 多久市東多久町大字別府５４１１常　勤:    1ルクリニック 法人化 現存
     番地 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21104,3034,3 松尾歯科医院 〒846-0002 0952-75-2230松尾　芳樹 松尾　芳樹 平16. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     多歯34 多久市北多久町小侍２１３０番地常　勤:    1 開設変更 休止
     ９ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21204,3035,0 たく歯科クリニック 〒846-0031 0952-75-6262内野　智 内野　智 平18. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     多歯35 多久市多久町１７６９番地１ 常　勤:    1 開設変更 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21304,3036,8 うめず歯科口腔外科医〒846-0002 0952-74-2505梅津　健太郎 梅津　健太郎 平25. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     多歯36 院 多久市北多久町小侍７８４－１０常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21404,3037,6 もろおか歯科医院 〒846-0002 0952-74-3671諸岡　新 諸岡　新 平25. 8. 1歯   小歯 診療所
     多歯37 多久市北多久町小侍１０３８番地常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21504,3038,4 井上歯科医院 〒846-0002 0952-74-3333井上　将成 井上　将成 平29.10. 2歯   歯外 小歯診療所
     多歯38 多久市北多久町大字小侍２－１２常　勤:    1 開設変更 現存
     (歯       1) 平29.10. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21605,3032,4 吉富歯科医院 〒848-0047 0955-23-2415吉富　國雄 吉富　國雄 昭53. 8.21歯   診療所
     伊歯32 伊万里市伊万里町甲４４２番地 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平29. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21705,3036,5 上田歯科医院 〒848-0023 0955-23-8185上田　敏雄 上田　敏雄 昭54. 6. 1歯   診療所
     伊歯36 伊万里市大坪町丙２１１０番地 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21805,3039,9 小野歯科医院 〒849-4256 0955-28-2066小野　龍久 小野　龍久 昭56. 4. 1歯   診療所
     伊歯39 伊万里市山代町久原２９１２番地常　勤:    1 開設変更 現存
     １ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21905,3049,8 岩﨑歯科医院 〒848-0046 0955-22-4182岩﨑　平市 岩﨑　平市 昭60. 9. 1歯   矯歯 診療所
     伊歯49 伊万里市伊万里町乙１６９番地１常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22005,3051,4 高瀬歯科医院 〒849-5251 0955-29-2045高瀬　圭二 高瀬　圭二 昭61. 5. 1歯   診療所
     伊歯51 伊万里市大川町大川野３１７３番常　勤:    1 開設変更 現存
     地 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22105,3062,1 森田歯科医院 〒849-4261 0955-28-3044森田　知典 森田　知典 平元. 8.23歯   診療所
     伊歯62 伊万里市山代町立岩２６７１番地常　勤:    1 開設変更 現存
     (歯       1) 平28. 8.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22205,3067,0 よしなが歯科医院 〒848-0035 0955-23-6962 永　信秀 永　信秀 平 4. 4. 1歯   診療所
     伊歯67 伊万里市二里町大里乙３番３３ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22305,3069,6 医療法人愛歯会　國谷〒849-4282 0955-28-4668医療法人愛歯会　國谷國谷　好高 平 4. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     伊歯69 歯科医院 伊万里市東山代町里１０２８番地常　勤:    1歯科医院 法人化 歯外 現存
     ７ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22405,3071,2 医療法人　松尾歯科医〒848-0007 0955-24-3070医療法人　松尾歯科医松尾　優 平 5. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     伊歯71 院 伊万里市南波多町井手野２７６４常　勤:    1院 法人化 現存
     番地１ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22505,3073,8 岡本歯科医院 〒848-0031 0955-22-8744岡本　健 岡本　健 平 5. 6. 1歯   診療所
     伊歯73 伊万里市二里町八谷搦１１２３番常　勤:    1 新規開設 現存
     地２ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22605,3078,7 ふくだ歯科医院 〒848-0031 0955-22-1844福田　浩司 福田　浩司 平 8.12. 6歯   診療所
     伊歯78 伊万里市二里町八谷搦１００３番常　勤:    1 新規開設 現存
     地 (歯       1) 平29.12. 6
     非常勤:    3
     (歯       3)
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  22705,3080,3 医療法人　下田歯科医〒849-4252 0955-28-2118医療法人　下田歯科医下田　昭則 平 9.10. 1歯   診療所
     伊歯80 院 伊万里市山代町楠久津１７７番地常　勤:    1院 法人化 現存
     ７８ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22805,3091,0 医療法人　いけだ歯科〒848-0047 0955-22-4618医療法人　いけだ歯科池田　盛多 平17. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     伊歯91 医院 伊万里市伊万里町甲１９番地１ 常　勤:    1医院 法人化 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22905,3092,8 ますもと　けんこう歯〒848-0045 0955-24-9688舛元　康浩 舛元　康浩 平17. 4.20小歯 矯歯 歯  診療所
     伊歯92 科 伊万里市松島町９１２番地１ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23005,3093,6 ヨシロー歯科クリニッ〒848-0027 0955-22-7388鈴木　由郎 鈴木　由郎 平18. 1.11歯   小歯 診療所
     伊歯93 ク 伊万里市立花町３４２７番地３ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平30. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23105,3094,4 桑原歯科　光のクリニ〒848-0027 0955-22-0788桑原　貞好 桑原　貞好 平18. 6. 1歯   小歯 診療所
     伊歯94 ック 伊万里市立花町３９９７番地４ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23205,3097,7 堀江歯科診療所 〒848-0028 0955-23-1188医療法人　恒和会 堀江　稔 平19.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     伊歯97 伊万里市脇田町１６９番地４ 常　勤:    3 法人化 歯外 現存
     (歯       3) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23305,3098,5 医療法人まつうら歯科〒848-0041 0955-20-4300医療法人まつうら歯科中冨　裕一郎 平25. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     伊歯98 クリニック　伊万里 伊万里市新天町４６４番地５ 常　勤:    1クリニック 新規開設 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23405,3099,3 医療法人　高瀬歯科医〒848-0031 0955-22-5828医療法人　高瀬歯科医高瀬　浩二 平26. 1. 1歯   診療所
     伊歯99 院 伊万里市二里町八谷搦７６番地１常　勤:    2院 法人化 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23505,3100,9 麻生歯科医院 〒848-0041 0955-23-2221麻生　朋江 麻生　朋江 平26. 4. 1歯   診療所
     伊歯100 伊万里市新天町６３３番地 常　勤:    1 開設変更 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23605,3101,7 井川歯科 〒848-0041 0955-22-1122井川　範道 井川　範道 平26. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     伊歯101 伊万里市新天町４８８－１８ 常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
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  23705,3102,5 医療法人　浦上歯科医〒848-0023 0955-23-9100医療法人　浦上歯科医浦上　真一 平27. 1. 1歯   診療所
     伊歯102 院 伊万里市大坪町丙１５５１番地４常　勤:    1院 法人化 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23805,3103,3 いまり歯科診療所 〒848-0027 0955-29-8411岡田　和子 岡田　和子 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     伊歯103 伊万里市立花町２４０４－１２７常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23905,3104,1 光武歯科医院 〒848-0031 0955-25-9784光武　俊典 光武　俊典 平28. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     伊歯104 伊万里市二里町八谷搦３８０番地常　勤:    1 新規開設 矯歯 現存
     ３ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24006,3026,4 諸隈歯科医院 〒843-0022 0954-22-2222諸隈　仁士 諸隈　仁士 昭50.10. 1歯   診療所
     武歯26 武雄市武雄町大字武雄７２５６番常　勤:    1 新規開設 現存
     地 (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24106,3030,6 寺尾歯科医院 〒843-0023 0954-23-7500寺尾　弘隆 寺尾　弘隆 昭61.11. 1歯   診療所
     武歯30 武雄市武雄町大字昭和２３番地５常　勤:    1 開設変更 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24206,3035,5 村歯科医院 〒843-0022 0954-23-0167吉村　和孝 吉村　和孝 平 2. 7. 2歯   小歯 診療所
     武歯35 武雄市武雄町大字武雄５５９６番常　勤:    1 新規開設 現存
     地１ (歯       1) 平29. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24306,3036,3 医療法人　庄野歯科医〒843-0024 0954-22-2566医療法人　庄野歯科医庄野　保幸 平 2.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     武歯36 院 武雄市武雄町大字富岡７８２０番常　勤:    2院 法人化 現存
     地７ (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24406,3039,7 医療法人　福山歯科医〒843-0023 0954-23-5780医療法人　福山歯科医福山　善幸 平 2.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     武歯39 院 武雄市武雄町大字昭和７３６番地常　勤:    1院 法人化 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24506,3047,0 広瀬歯科医院 〒843-0001 0954-23-1716医療法人　広瀬歯科医廣瀬　一弘 平10.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     武歯47 武雄市朝日町大字甘久１５４４番常　勤:    2院 法人化 歯外 現存
     地２ (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24606,3048,8 山口亨歯科医院 〒843-0021 0954-22-3445山口　亨 山口　亨 平11. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     武歯48 武雄市武雄町大字永島１５３４８常　勤:    1 移転開設 現存
     番地 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24706,3050,4 のだ歯科医院 〒843-0022 0954-20-0085野田　正純 野田　正純 平13. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     武歯50 武雄市武雄町大字武雄５９６７番常　勤:    1 新規開設 現存
     地１ (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24806,3055,3 ふるかわ歯科医院 〒843-0233 0954-23-6118古川　元一 古川　元一 平15. 3. 1歯   小歯 診療所
     武歯55 武雄市東川登町大字永野６２９１常　勤:    1 新規開設 現存
     番地１ (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24906,3059,5 医療法人　知新会　中〒843-0024 0954-22-2328医療法人　知新会 中尾　弘志 平17. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     武歯59 尾歯科医院 武雄市武雄町大字富岡８９６５番常　勤:    2 移転開設 現存
     地２８ (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25006,3062,9 マスダ小児矯正歯科医〒843-0024 0954-23-2384増田　純一 増田　純一 平18. 6. 1小歯 矯歯 診療所
     武歯62 院 武雄市武雄町大字富岡８３００番常　勤:    1 開設変更 現存
     地 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25106,3063,7 たけお歯科 〒843-0023 0954-22-3221医療法人　博真会 野田　亮 平19. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     武歯63 武雄市武雄町大字昭和２９０番地常　勤:    3 法人化 歯外 現存
     (歯       3) 平25. 2. 1
     非常勤:   16
     (歯      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25206,3064,5 光武歯科医院 〒843-0022 0954-23-2093光武　寿 光武　寿 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     武歯64 武雄市武雄町大字武雄４０５６番常　勤:    1 その他 現存
     地１ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25306,3066,0 医療法人　こうすけデ〒843-0022 0954-20-0060医療法人　こうすけデ山口　康介 平23. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     武歯66 ンタルクリニック 武雄市武雄町大字武雄７３５７番常　勤:    1ンタルクリニック 移転開設 歯外 現存
     地２ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25406,3067,8 新武雄あおぞら歯科ク〒843-0024 0954-33-0183医療法人　祐歯会 川野　瞬 平23.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     武歯67 リニック 武雄市武雄町大字富岡字五反田１常　勤:    3 新規開設 矯歯 現存
     ２６２４番３ (歯       3) 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25506,3068,6 松尾歯科矯正歯科 〒843-0023 0954-23-4820松尾　謙一郎 松尾　謙一郎 平24.11.15歯   小歯 矯歯診療所
     武歯68 武雄市武雄町昭和４－１１ 常　勤:    2 新規開設 現存
     (歯       2) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25606,3069,4 のりこ歯科医院 〒849-2204 0954-36-3535藤本　慎子 藤本　慎子 平25.10. 2小歯 歯   矯歯診療所
     武歯69 武雄市北方町大崎１３１８－３　常　勤:    1 新規開設 現存
     グリーンコーポ北方１Ｆ (歯       1) 平25.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25706,3070,2 池田歯科 〒843-0022 0954-26-8400医療法人　池田歯科 池田　周平 平30. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     武歯70 武雄市武雄町大字武雄５８９６番常　勤:    2 法人化 現存
     地２Ｔ－ｃｕｂｅ１０１ (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25807,3021,3 光安歯科医院 〒849-1304 09546-3-5182光安　昭紘 光安　昭紘 平元. 4. 1歯   診療所
     鹿歯21 鹿島市大字中村１１４番地 常　勤:    1 開設変更 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25907,3027,0 くにまつ歯科医院 〒849-1322 0954-63-1182國松　秀俊 國松　秀俊 平 3. 5. 1歯   診療所
     鹿歯27 鹿島市浜町３５９番地 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26007,3031,2 みやび歯科医院 〒849-1312 09546-3-2010光安　雅幸 光安　雅幸 平 7. 9. 4歯   診療所
     鹿歯31 鹿島市大字納富分３０４２番地１常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平28. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26107,3034,6 けんこう歯科医院 〒849-1321 0954-63-7118掛園　浩 掛園　浩 平 9. 3. 8歯   小歯 診療所
     鹿歯34 鹿島市古枝甲３３６番地１ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平30. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26207,3035,3 きはら歯科医院 〒849-1311 0954-63-3383木原　昭裕 木原　昭裕 平 9. 4. 5歯   小歯 診療所
     鹿歯35 鹿島市大字高津原４２４１番地５常　勤:    2 新規開設 現存
     (歯       2) 平30. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26307,3036,1 光武歯科医院 〒849-1312 09546-2-0070光武　正彦 光武　正彦 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     鹿歯36 鹿島市大字納富分甲１３８番地１常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26407,3039,5 稗田歯科医院 〒849-1311 09546-3-1811医療法人　稗田歯科医稗田　照雄 平10.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     鹿歯39 鹿島市大字高津原４０４５番地６常　勤:    1院 法人化 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26507,3040,3 もりた歯科医院 〒849-1311 09546-2-4182医療法人　もりた歯科森田　興司 平10.10. 1歯   診療所
     鹿歯40 鹿島市大字高津原３７５２番地７常　勤:    1医院 法人化 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26607,3042,9 松枝歯科医院 〒849-1321 0954-62-3574松枝　洋二 松枝　洋二 平12. 3.13歯   診療所
     鹿歯42 鹿島市大字古枝甲８５６番地１ 常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平30. 3.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26707,3046,0 とがし歯科医院 〒849-1312 0954-62-1830医療法人　祐歯会 富樫　宏明 平18. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鹿歯46 鹿島市大字納富分２９１９番地９常　勤:    3 法人化 歯外 現存
     (歯       3) 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26807,3047,8 峰松歯科医院 〒849-1312 0954-69-8020峰松　慶太 峰松　慶太 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     鹿歯47 鹿島市大字納富分３１８４番地４常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26907,3051,0 ひだまり歯科医院 〒849-1312 0954-69-0103古庄　龍央 古庄　龍央 平20. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鹿歯51 鹿島市大字納富分９９０番地３ 常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27007,3054,4 とがし歯科第２医院 〒849-1311 0954-69-7505医療法人　祐歯会 富樫　久美子 平24. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     鹿歯54 鹿島市大字高津原３７１５番地１常　勤:    1 新規開設 矯歯 現存
     ７ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27107,3055,1 医療法人月歯　西川歯〒849-1312 0954-62-4618医療法人月歯　西川歯佐々木　健一 平26. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     鹿歯55 科医院 鹿島市納富分２０４２番地３ 常　勤:    1科医院 法人化 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27207,3056,9 医療法人　あんず歯科〒849-1304 0954-69-0799医療法人　あんず歯科中西　美穂 平26. 6. 1歯   小歯 診療所
     鹿歯56 鹿島市大字中村２００７番地１ 常　勤:    1 法人化 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27307,3057,7 えごし歯科医院 〒849-1312 0954-69-8100江越　良輔 江越　良輔 平27.11. 9歯   小歯 歯外診療所
     鹿歯57 鹿島市納富分１３５０－１ 常　勤:    1 新規開設 矯歯 現存
     (歯       1) 平27.11. 9
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  27409,3005,2 光武歯科医院 〒849-1411 0954-66-2205光武　良浩 光武　良浩 平26. 6.10歯   診療所
     嬉歯5 嬉野市塩田町馬場下甲２２３２－常　勤:    1 新規開設 現存
     ２ (歯       1) 平26. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27509,3007,8 いたや歯科医院 〒843-0301 0954-43-3264板家　圭祐 板家　圭祐 平29. 8. 3歯   小歯 診療所
     嬉歯7 嬉野市嬉野町大字下宿甲４７２５常　勤:    1 新規開設 現存
     －６ (歯       1) 平29. 8. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27609,3008,6 さくら歯科医院 〒843-0301 0954-43-6780矢野　匡 矢野　匡 平29.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     嬉歯8 嬉野市嬉野町大字下宿乙２１２４常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     －３ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27710,3035,7 末益歯科医院 〒840-2212 0952-45-1702末益　利彦 末益　利彦 昭52. 5. 7歯   診療所
     賀歯35 佐賀市川副町大字犬井道４５１番常　勤:    2 開設変更 現存
     地２ (歯       2) 平28. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27810,3037,3 今泉歯科医院 〒840-0201 0952-62-5410今泉　章 今泉　章 昭54.12. 1歯   診療所
     賀歯37 佐賀市大和町大字尼寺１３８１番常　勤:    2 新規開設 現存
     地６ (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27910,3042,3 佐野歯科・矯正歯科ク〒849-0201 0952-68-2405佐野　豊 佐野　豊 昭57. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     賀歯42 リニック 佐賀市久保田町大字徳万１７３番常　勤:    2 その他 歯外 現存
     地１ (歯       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28010,3043,1 清水歯科 〒840-2222 0952-45-0327清水　一弘 清水　一弘 昭59. 8. 1歯   小歯 診療所
     賀歯43 佐賀市東与賀町大字田中５４９番常　勤:    1 新規開設 現存
     地３ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28110,3045,6 増田歯科医院 〒840-2213 0952-45-5046増田　章久 増田　章久 昭60. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     賀歯45 佐賀市川副町大字鹿江６５２番地常　勤:    1 新規開設 現存
     １ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28210,3047,2 医療法人社団恵真会　〒849-0202 0952-68-4520医療法人社団　恵真会柳澤　康二 昭62.11. 1歯   小歯 診療所
     賀歯47 下平歯科医院久保田診佐賀市久保田町大字久富３９２番常　勤:    1 移転開設 現存
     療所 地２ (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28310,3048,0 あびる歯科 〒840-0201 0952-62-1919阿比留　大志 阿比留　大志 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     賀歯48 佐賀市大和町大字尼寺７８９番地常　勤:    1 新規開設 現存
     １ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28410,3049,8 やまぐち歯科医院 〒840-0202 0952-62-4848山口　倫仁 山口　倫仁 平元. 7. 1歯   診療所
     賀歯49 佐賀市大和町大字久池井９３１番常　勤:    1 新規開設 現存
     地８ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28510,3050,6 なかはら歯科医院 〒840-2106 0952-47-5455中原　正仁 中原　正仁 平 3. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     賀歯50 佐賀市諸富町大字山領８０９番地常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     １３ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28610,3053,0 緒方歯科医院 〒840-2204 0952-45-8377緒方　寿也 緒方　寿也 平 6. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     賀歯53 佐賀市川副町大字西古賀２４７番常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     地１０ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28710,3054,8 志波歯科医院 〒840-2221 0952-45-8567志波　廣幸 志波　廣幸 平 6. 6. 1歯   小歯 診療所
     賀歯54 佐賀市東与賀町大字下古賀１０７常　勤:    1 新規開設 現存
     ０番地９ (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28810,3055,5 こいで歯科医院 〒840-2201 0952-45-8810小井手　秀久 小井手　秀久 平 6.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     賀歯55 佐賀市川副町大字福富８２９番地常　勤:    1 新規開設 現存
     ５ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28910,3057,1 医療法人祥和会　はっ〒840-0201 0952-62-1261医療法人　祥和会 服部　康治 平 7. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     賀歯57 とり歯科医院 佐賀市大和町大字尼寺２９００番常　勤:    4 法人化 歯外 現存
     地１ (歯       4) 平28. 9. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29010,3058,9 うえの歯科 〒840-0211 0952-51-2151上野　清明 上野　清明 平 9. 1.11歯   小歯 診療所
     賀歯58 佐賀市大和町大字東山田２８４４常　勤:    1 新規開設 現存
     番地３ (歯       1) 平30. 1.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29110,3065,4 諸富歯科医院 〒840-2104 0952-47-8020矢野　次郎 矢野　次郎 平13. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     賀歯65 佐賀市諸富町大字徳富１８５７番常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     地３ (歯       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  29210,3066,2 富士歯科医院 〒840-0514 0952-63-0567医療法人　にしで歯科前田　和哉 平13. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     賀歯66 佐賀市富士町大字内野１２７番地常　勤:    1医院 新規開設 現存
     １ (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29310,3068,8 西村歯科医院 〒840-2105 0952-47-2516医療法人　西厚会 城戸　幸博 平15. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     賀歯68 佐賀市諸富町大字諸富津１０４番常　勤:    3 法人化 歯外 現存
     地１ (歯       3) 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29410,3069,6 西谷歯科医院 〒840-0201 0952-62-0063西谷　亮 西谷　亮 平15.12. 1歯   診療所
     賀歯69 佐賀市大和町大字尼寺２５７３番常　勤:    3 開設変更 休止
     地 (歯       3) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29510,3071,2 にしだ歯科医院 〒840-2223 0952-34-7003西田　浩史 西田　浩史 平19. 5. 7歯   小歯 診療所
     賀歯71 佐賀市東与賀町大字飯盛２１１番常　勤:    1 新規開設 現存
     地２２ (歯       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29610,3106,6 小川歯科医院 〒840-0201 0952-62-0061小川　清文 小川　清文 昭63. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     賀歯106 佐賀市大和町大字尼寺２２５９番常　勤:    1 開設変更 現存
     地 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29710,3108,2 よしだ歯科クリニック〒849-0201 0952-68-5230吉田　陽一 吉田　陽一 平18. 3. 3歯   小歯 矯歯診療所
     賀歯108 佐賀市久保田町大字徳万２１００常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     番地１６ (歯       1) 平30. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29811,3027,2 福島デンタルクリニッ〒842-0001 0952-52-2268福島　泰正 福島　泰正 昭47. 6. 1歯   診療所
     神歯27 ク 神埼市神埼町神埼４８０番地 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29911,3032,2 大櫛歯科矯正歯科医院〒842-0052 0952-44-5475大櫛　秀貴 大櫛　秀貴 昭55. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     神歯32 神埼市千代田町姉２番地１ 常　勤:    3 新規開設 現存
     (歯       3) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30011,3036,3 永原歯科医院 〒842-0001 0952-52-2970永原　昇 永原　昇 昭58. 2. 1歯   診療所
     神歯36 神埼市神埼町神埼５９０番地 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30111,3038,9 古賀歯科医院 〒842-0002 0952-52-1647古賀　俊樹 古賀　俊樹 昭61. 8. 1歯   診療所
     神歯38 神埼市神埼町田道ケ里２２６８番常　勤:    1 新規開設 現存
     地８ (歯       1) 平28. 8. 1
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  30211,3041,3 中山歯科医院 〒842-0061 0952-44-4147中山　光 中山　光 平元. 3. 1歯   診療所
     神歯41 神埼市千代田町詫田８２番地１ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30311,3043,9 江頭歯科医院 〒842-0055 0952-44-5523江頭　秀明 江頭　秀明 平 2. 4. 2歯   診療所
     神歯43 神埼市千代田町下西７７６番地６常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30411,3044,7 中村歯科医院 〒842-0054 0952-44-2992中村　智彰 中村　智彰 平 2. 7.11歯   小歯 診療所
     神歯44 神埼市千代田町餘江１４８９番地常　勤:    1 新規開設 現存
     ３ (歯       1) 平29. 7.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30511,3045,4 医療法人デンタルアソ〒842-0031 0952-52-4118医療法人デンタルアソ田中　恵輔 平 4. 3. 1歯   小歯 診療所
     神歯45 シエイツ　タナカ歯科神埼郡吉野ヶ里町吉田８３９番地常　勤:    1シエイツタナカ歯科・ 法人化 現存
     ・こども歯科 ２ (歯       1)こども歯科 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30611,3048,8 つかもと歯科・小児歯〒842-0104 0952-53-1593塚本　浩樹 塚本　浩樹 平 9. 4. 5歯   小歯 矯歯診療所
     神歯48 科医院 神埼郡吉野ヶ里町三津８４０番地常　勤:    1 移転開設 現存
     ５ (歯       1) 平30. 4. 5
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30711,3050,4 なかはら歯科医院 〒842-0122 0952-53-1849中原　弘敬 中原　弘敬 平11. 3. 1歯   小歯 診療所
     神歯50 神埼市神埼町城原１２５６番地１常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30811,3051,2 荒木歯科医院 〒842-0031 0952-52-2251荒木　和也 荒木　和也 平11. 9. 3歯   診療所
     神歯51 神埼郡吉野ヶ里町吉田２９４６番常　勤:    1 開設変更 現存
     地６１ (歯       1) 平29. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30911,3054,6 船津歯科医院 〒842-0003 0952-52-1391船津　昌利 船津　昌利 平15. 8.18歯   小歯 矯歯診療所
     神歯54 神埼市神埼町本堀３１８１番地１常　勤:    2 移転開設 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 8.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31011,3057,9 楠川歯科診療所 〒842-0031 0952-52-2286楠川　洋邦 楠川　洋邦 平18. 6. 2歯   小歯 歯外診療所
     神歯57 神埼郡吉野ヶ里町吉田３３９番地常　勤:    1 移転開設 矯歯 現存
     １１ (歯       1) 平30. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31111,3058,7 エイト歯科クリニック〒842-0035 0952-55-6888江口　隆郎 江口　隆郎 平18. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     神歯58 神埼郡吉野ヶ里町田手１４７８番常　勤:    2 新規開設 矯歯 現存
     地３ (歯       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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  31211,3062,9 目達原歯科医院 〒842-0031 0952-52-2278医療法人　優照会 岡　義久 平30. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     神歯62 神埼郡吉野ヶ里町吉田２９８９番常　勤:    1 法人化 歯外 現存
     地３ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31312,3022,1 のきた歯科医院 〒841-0204 0942-92-6911 ＿田　正男 昭55. 6. 1歯   矯歯 診療所
     三歯22 三養基郡基山町大字宮浦４８７番常　勤:    2 新規開設 現存
     地１０ (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31412,3026,2 山口歯科医院 〒849-0101 0942-94-2052山口　三男 山口　三男 昭60. 2. 1歯   診療所
     三歯26 三養基郡みやき町大字原古賀１６常　勤:    1 その他 現存
     ３９番地 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31512,3031,2 真子歯科医院 〒849-0101 0942-94-4180真子　知文 真子　知文 昭62. 6. 1歯   診療所
     三歯31 三養基郡みやき町大字原古賀５９常　勤:    1 新規開設 現存
     ２番地８ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31612,3032,0 石山歯科診療所 〒849-0111 0942-89-4813石山　悦郎 石山　悦郎 昭62.11. 1歯   診療所
     三歯32 三養基郡みやき町大字白壁３５１常　勤:    1 新規開設 現存
     ６番地６ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31712,3035,3 重松歯科医院 〒841-0204 0942-92-1234重松　秀樹 重松　秀樹 平元. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     三歯35 三養基郡基山町大字宮浦９６４番常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     地１ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31812,3038,7 佐々木歯科医院 〒840-1106 0942-96-3408佐々木　正隆 佐々木　正隆 平 3. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     三歯38 三養基郡みやき町大字市武１４３常　勤:    1 新規開設 現存
     ２番地５ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31912,3040,3 古賀歯科医院 〒841-0201 0942-92-7430古賀　正義 古賀　正義 平 7. 5. 1歯   診療所
     三歯40 三養基郡基山町大字小倉３９５番常　勤:    1 新規開設 現存
     地７ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32012,3041,1 佐久間歯科医院 〒849-0102 0942-94-5050佐久間　有良 佐久間　有良 平 7. 9. 1歯   診療所
     三歯41 三養基郡みやき町大字簑原７４０常　勤:    1 新規開設 現存
     番地１ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32112,3042,9 原歯科医院 〒841-0205 0942-92-1177原　哲三 原　哲三 平 7.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     三歯42 三養基郡基山町けやき台１丁目７常　勤:    1 新規開設 現存
     番１ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32212,3043,7 古賀歯科医院 〒849-0124 0952-52-6653古賀　悦郎 古賀　悦郎 平 9. 5. 1歯   小歯 診療所
     三歯43 三養基郡上峰町大字堤１８８１番常　勤:    1 移転開設 現存
     地 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32312,3044,5 コシオ歯科医院 〒841-0204 0942-92-0231小椎尾　功 小椎尾　功 平10. 8. 7歯   小歯 診療所
     三歯44 三養基郡基山町大字宮浦１００１常　勤:    1 移転開設 現存
     番地５ (歯       1) 平28. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32412,3045,2 はっとり歯科医院 〒849-0123 0952-52-8330服部　俊嗣 服部　俊嗣 平11. 4.20歯   小歯 歯外診療所
     三歯45 三養基郡上峰町大字坊所２８８番常　勤:    1 移転開設 矯歯 現存
     地６ (歯       1) 平29. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32512,3046,0 あおやぎ歯科医院 〒841-0204 0942-92-1755青栁　俊 青栁　俊 平13. 1.18歯   診療所
     三歯46 三養基郡基山町大字宮浦４６９番常　勤:    1 新規開設 現存
     地１ (歯       1) 平25. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32612,3047,8 金子歯科 〒849-0123 0952-52-8214金子　稔 金子　稔 平13. 8. 1歯   小歯 診療所
     三歯47 三養基郡上峰町大字坊所１５７０常　勤:    1 新規開設 現存
     番地１７６ (歯       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32712,3049,4 さとう歯科クリニック〒849-0111 0942-89-9111佐藤　忠芳 佐藤　忠芳 平15. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     三歯49 三養基郡みやき町大字白壁２３３常　勤:    1 新規開設 矯歯 現存
     １番地２ (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32812,3052,8 かねだ歯科クリニック〒840-1106 0942-96-3963兼田　米藏 兼田　米藏 平17. 8. 1歯   小歯 診療所
     三歯52 三養基郡みやき町大字市武１２９常　勤:    1 新規開設 現存
     ０番地１ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32912,3053,6 スマイル歯科医院 〒849-0101 0942-94-9603富安　紀文 富安　紀文 平18. 1.17歯   小歯 歯外診療所
     三歯53 三養基郡みやき町大字原古賀７４常　勤:    2 新規開設 矯歯 現存
     ５０番地１１ (歯       2) 平30. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33012,3054,4 みやべ歯科クリニック〒849-0102 0942-94-3492宮部　篤 宮部　篤 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     三歯54 三養基郡みやき町大字簑原１０３常　勤:    1 新規開設 現存
     ９番地１ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33112,3059,3 医療法人　立山　立山〒841-0201 0942-81-0081医療法人　立山 橋　伸介 平20. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     三歯59 歯科医院 三養基郡基山町小倉１６５７番地常　勤:    2 新規開設 歯外 現存
     １ (歯       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33212,3061,9 かねもと歯科クリニッ〒849-0123 0952-20-7122兼元　明史 兼元　明史 平21. 2. 1歯   歯外 診療所
     三歯61 ク 三養基郡上峰町大字坊所２２５６常　勤:    1 新規開設 現存
     番地４ (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33312,3063,5 みやはら歯科医院 〒849-0112 0942-89-2882宮原　均 宮原　均 平22.12. 1歯   小歯 診療所
     三歯63 三養基郡みやき町江口４３９１番常　勤:    1 移転開設 現存
     地６ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33412,3065,0 山﨑歯科医院 〒849-0123 0952-60-6299山﨑　藤人 山﨑　藤人 平24. 4. 2歯   診療所
     三歯65 三養基郡上峰町坊所３０２８－１常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33512,3066,8 よねみつ歯科クリニッ〒849-0111 0942-89-5432米光　一裕 米光　一裕 平24. 8.17歯   歯外 小歯診療所
     三歯66 ク 三養基郡みやき町白壁平林２１７常　勤:    1 新規開設 現存
     ８番地 (歯       1) 平24. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33612,3067,6 しだ歯科クリニック 〒849-0112 0942-89-3330志田　敦 志田　敦 平25. 3. 1歯   小歯 診療所
     三歯67 三養基郡みやき町江口２９４１－常　勤:    1 新規開設 現存
     ５ (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33712,3068,4 秀島歯科医院 〒840-1101 0942-96-4133秀島　重典 秀島　重典 平26. 1. 1歯   小歯 診療所
     三歯68 三養基郡みやき町西島１４８４番常　勤:    2 開設変更 現存
     地１号 (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33812,3069,2 みやき歯科クリニック〒849-0101 0942-94-9731林　秀樹 林　秀樹 平28.11. 7歯   小歯 歯外診療所
     三歯69 三養基郡みやき町原古賀１１５１常　勤:    1 移転開設 現存
     －２ (歯       1) 平28.11. 7
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33913,3019,5 林田歯科医院 〒845-0004 0952-73-2148林田　宏紹 林田　宏紹 昭58. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     小歯19 小城市小城町松尾４０５４番地１常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34013,3033,6 歯科まつながクリニッ〒845-0001 0952-72-7575松永　勝穂 松永　勝穂 平 4. 4. 1歯   診療所
     小歯33 ク 小城市小城町５１０番地 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34113,3036,9 行武歯科医院 〒845-0014 0952-72-8511行武　正昇 行武　正昇 平 7. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     小歯36 小城市小城町晴気１１番地１ 常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34213,3037,7 さくら歯科 〒845-0001 0952-72-1020髙橋　伸滋 髙橋　伸滋 平 8. 6.11歯   小歯 矯歯診療所
     小歯37 小城市小城町２０９番地６ 常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34313,3039,3 横川歯科医院 〒849-0302 0952-66-1560横川　真 横川　真 平 8.12. 2歯   診療所
     小歯39 小城市牛津町柿樋瀬７９３番地 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34413,3041,9 ウッディデンタルクリ〒849-0302 0652-66-6480白木　洋 白木　洋 平 9. 7. 7歯   診療所
     小歯41 ニック 小城市牛津町柿樋瀬７７６番地３常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平24. 7. 7
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34513,3042,7 医療法人　元秀会　川〒845-0001 0952-73-3310医療法人　元秀会 川副　弘之 平 9. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     小歯42 副歯科医院 小城市小城町９５番地１ 常　勤:    1 法人化 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34613,3043,5 坂井歯科医院 〒849-0302 0952-66-0141坂井　一弥 坂井　一弥 平11. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     小歯43 小城市牛津町柿樋瀬１１１５番地常　勤:    1 開設変更 現存
     ４ (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34713,3044,3 藤田歯科医院 〒845-0002 0952-71-1344藤田　寛 藤田　寛 平13. 6.27歯   小歯 診療所
     小歯44 小城市小城町畑田２６０２番地２常　勤:    1 新規開設 現存
     ２ (歯       1) 平25. 6.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34813,3046,8 みかづき歯科医院 〒845-0033 0952-72-2411医療法人　にしで歯科久保山　克範 平15. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     小歯46 小城市三日月町樋口９６１番地１常　勤:    1医院 新規開設 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34913,3047,6 医療法人　樋口歯科医〒849-0303 0952-66-4022医療法人　樋口歯科医山﨑　克彦 平15. 3. 1歯   歯外 診療所
     小歯47 院 小城市牛津町牛津２４５番地５ 常　勤:    1院 法人化 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35013,3049,2 はらだ歯科医院 〒845-0021 0952-73-7363原田　雄一 原田　雄一 平15. 4.15歯   小歯 矯歯診療所
     小歯49 小城市三日月町長神田１０５５番常　勤:    1 新規開設 現存
     地１ (歯       1) 平27. 4.15
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  35113,3050,0 おおば歯科 〒849-0311 0952-63-8418大庭　洋文 大庭　洋文 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     小歯50 小城市芦刈町芦溝８９３番地８ 常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35213,3051,8 坂田歯科医院 〒845-0001 0952-72-1388坂田　勝之 坂田　勝之 平16.11.15歯   小歯 歯外診療所
     小歯51 小城市小城町１９１番地 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35313,3052,6 医療法人　清仁会　ゆ〒845-0025 0952-73-7005医療法人　清仁会 大石　知英 平17. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     小歯52 め歯科・小児歯科 小城市三日月町三ケ島４６０番地常　勤:    1 法人化 現存
     ５ (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35413,3053,4 船津歯科クリニック 〒845-0001 0952-72-1225医療法人　裕仁会 船津　裕一 平18.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     小歯53 小城市小城町５８４番地１号 常　勤:    1 法人化 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35513,3059,1 おわしデンタルクリニ〒849-0302 0952-65-3437尾鷲　俊行 尾鷲　俊行 平23.11. 8歯外 小歯 診療所
     小歯59 ック 小城市牛津町柿樋瀬９２９－１１常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平29.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35613,3062,5 としひこ歯科クリニッ〒845-0022 0952-73-3553医療法人　優仁会 林田　俊彦 平28. 8. 1歯   小歯 診療所
     小歯62 ク 小城市三日月町久米９４９－１－常　勤:    1 法人化 現存
     ２ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35713,3063,3 松永歯科医院 〒845-0001 0952-73-3794平山　輝久 平山　輝久 平29. 8.26歯   歯外 矯歯診療所
     小歯63 小城市小城町２１９番地８ 常　勤:    2 開設変更 小歯 現存
     (歯       2) 平29. 8.26
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35813,3064,1 副島歯科医院 〒849-0314 0952-66-1184医療法人　育歯会 副島　渉 平30. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     小歯64 小城市芦刈町三王崎３２６番地８常　勤:    1 法人化 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35914,3039,1 田代歯科医院 〒849-3201 0955-62-2217田代　賢治 田代　賢治 昭54. 8.16歯   診療所
     東歯39 唐津市相知町相知１９４０番地 常　勤:    2 その他 現存
     (歯       2) 平24. 8.16
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  36014,3044,1 松浦歯科医院 〒847-0323 0955-82-5211松浦　嘉人 松浦　嘉人 昭57. 6. 1歯   診療所
     東歯44 唐津市鎮西町岩野２２３番地１ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36114,3059,9 医療法人社団恵真会　〒849-3113 0955-63-2866医療法人社団　恵真会吉武　憲子 昭62.11. 1歯   診療所
     東歯59 下平歯科医院厳木診療唐津市厳木町牧瀬７６番地１ 常　勤:    2 新規開設 現存
     所 (歯       2) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36214,3060,7 井上歯科医院 〒849-5131 0955-56-6043井上　敏 井上　敏 平元. 9. 1歯   診療所
     東歯60 唐津市浜玉町浜崎８３７番地１ 常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36314,3071,4 松尾歯科医院 〒849-5131 0955-56-6343医療法人　ますらお 松尾　憲篤 平 8. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東歯71 唐津市浜玉町浜崎１８８５番地 常　勤:    2 法人化 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36414,3078,9 渡辺歯科医院 〒847-1421 0955-52-2488渡 　美草 渡 　裕之 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     東歯78 東松浦郡玄海町大字諸浦３８０番常　勤:    2 開設変更 現存
     地１ (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36514,3079,7 医療法人社団恵真会下〒847-1432 0955-52-2225医療法人社団恵真会 林　聖史 平12. 4. 1歯   診療所
     東歯79 平歯科医院玄海診療所東松浦郡玄海町大字平尾８８４番常　勤:    1 新規開設 現存
     地１ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36614,3080,5 井本歯科医院 〒849-3131 0955-63-2775井本　信幸 井本　信幸 平12. 6. 1歯   小歯 診療所
     東歯80 唐津市厳木町厳木８６１番地５ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36714,3081,3 神吉歯科医院 〒847-1201 0955-64-2075神吉　京子 神吉　京子 平13. 1. 1歯   診療所
     東歯81 唐津市北波多徳須恵１１６０番地常　勤:    1 開設変更 現存
     及び１１６１番地１ (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36814,3083,9 医療法人　安稜会　は〒847-1201 0955-64-4418医療法人　安稜会　は原田　幹夫 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     東歯83 らだ歯科医院 唐津市北波多徳須恵１２７８番地常　勤:    1らだ歯科医院 法人化 現存
     １ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36914,3084,7 落合歯科医院 〒849-5103 0955-56-6305落合　崇規 落合　崇規 平15. 1. 1歯   診療所
     東歯84 唐津市浜玉町大江５２番地１ 常　勤:    2 開設変更 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37015,3016,6 イワサキ歯科医院 〒844-0012 0955-43-2611岩崎　賢次 岩崎　賢次 昭58. 9.22歯   診療所
     西歯16 西松浦郡有田町桑古場乙２３１２常　勤:    1 新規開設 現存
     番地３ (歯       1) 平28. 9.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37115,3032,3 古賀歯科医院 〒844-0027 0955-42-2464古賀　景二 古賀　景二 平 4. 7. 1歯   矯歯 診療所
     西歯32 西松浦郡有田町南原丁１９６番地常　勤:    1 移転開設 現存
     １５ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37215,3033,1 医療法人　田中歯科医〒849-4153 0955-46-4828医療法人　田中歯科医田中　勝已 平 5. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西歯33 院 西松浦郡有田町立部乙２１６８番常　勤:    1院 法人化 現存
     地１ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37315,3036,4 医療法人修健会　山口〒849-4172 0955-46-5470医療法人修健会　山口山口　論理 平13. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西歯36 歯科医院 西松浦郡有田町下本丙４４７番地常　勤:    1歯科医院 法人化 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37415,3037,2 むかい歯科医院 〒844-0018 0955-42-3477向　弘之 向　弘之 平14. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西歯37 西松浦郡有田町本町丙１４９８番常　勤:    1 その他 歯外 現存
     地４ (歯       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37515,3038,0 坪井歯科医院 〒844-0008 0955-42-3540坪井　研吾 坪井　研吾 平14. 7. 1歯   矯歯 診療所
     西歯38 西松浦郡有田町稗古場２丁目８番常　勤:    1 開設変更 現存
     ２３号 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37615,3039,8 ますだ歯科医院 〒844-0018 0955-41-1184益田　裕介 益田　裕介 平17. 5. 1歯   小歯 診療所
     西歯39 西松浦郡有田町本町丙７９０番地常　勤:    1 新規開設 現存
     １ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37715,3041,4 やまの歯科医院 〒849-4153 0955-46-4788医療法人　やまの歯科山野　貴弘 平27. 1. 1歯   小歯 診療所
     西歯41 西松浦郡有田町立部乙２２４９番常　勤:    1医院 法人化 現存
     地１ (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37815,3042,2 家永歯科医院 〒844-0027 0955-42-2074家永　健次 家永　健次 平29. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西歯42 西松浦郡有田町南原甲６３０－３常　勤:    2 開設変更 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37916,3059,4 久原歯科医院 〒849-2201 0954-36-4369久原　康浩 久原　康浩 昭60. 4. 1歯   診療所
     杵歯59 武雄市北方町大字志久５７８番地常　勤:    1 新規開設 現存
     ２ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38016,3070,1 陣内歯科医院 〒849-2201 0954-36-5456陣内　眞知子 陣内　眞知子 平 3. 8.20歯   診療所
     杵歯70 武雄市北方町大字志久５８２４番常　勤:    1 移転開設 現存
     地２ (歯       1) 平24. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38116,3072,7 医療法人　小笠原歯科〒849-2101 0952-82-2321医療法人　小笠原歯科小笠原　誠一 平 3.10. 1歯   小歯 診療所
     杵歯72 医院 杵島郡大町町大字大町８８７０番常　勤:    2医院 法人化 現存
     地１０ (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38216,3074,3 医療法人聖生会　久野〒849-1203 09546-5-2120医療法人聖生会　久野久野　麻弓 平 4. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     杵歯74 歯科クリニック 杵島郡白石町大字戸ケ里２４２６常　勤:    1歯科クリニック 移転開設 現存
     番地１ (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38316,3076,8 医療法人　古野歯科医〒849-2302 0954-45-5188医療法人　古野歯科医古野　宏 平 5. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     杵歯76 院 武雄市山内町大字鳥海９０８２番常　勤:    1院 法人化 現存
     地１ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38416,3078,4 はらだ歯科医院 〒849-0501 0952-71-6011原田　保 原田　保 平 7. 6. 1歯   矯歯 診療所
     杵歯78 杵島郡江北町大字山口３０６１番常　勤:    1 新規開設 現存
     地４ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38516,3079,2 犬塚歯科医院 〒849-1203 09546-5-2011犬塚　孝史 犬塚　孝史 平 7. 9. 1歯   診療所
     杵歯79 杵島郡白石町大字戸ケ里２８６３常　勤:    2 開設変更 現存
     番地 (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38616,3080,0 岸川歯科医院 〒849-2102 0952-82-2028岸川　直司 岸川　直司 平 7.12.15歯   診療所
     杵歯80 杵島郡大町町大字福母４０３番地常　勤:    1 開設変更 現存
     １ (歯       1) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38716,3081,8 医療法人　小川内歯科〒849-2102 0952-82-5557医療法人　小川内歯科小川内　充 平 8.10. 1歯   矯歯 診療所
     杵歯81 杵島郡大町町大字福母２９５番地常　勤:    2 法人化 現存
     ６ (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38816,3082,6 医療法人明生会　前山〒849-1105 0952-84-6161医療法人明生会　前山前山　秀樹 平 8.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     杵歯82 歯科クリニック 杵島郡白石町大字遠江２８９番地常　勤:    1歯科クリニック 法人化 現存
     １４ (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38916,3083,4 久原歯科医院 〒849-0401 0952-87-2148久原　輝幸 久原　輝幸 平13. 3. 1歯   診療所
     杵歯83 杵島郡白石町大字福富１２２５番常　勤:    1 開設変更 現存
     地 (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39016,3085,9 かっぱ歯科医院 〒849-0502 0952-86-2100岸川　純一 岸川　純一 平17. 4.17歯   診療所
     杵歯85 杵島郡江北町大字佐留志１４２４常　勤:    1 新規開設 現存
     番地１７ (歯       1) 平29. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39116,3086,7 松田歯科クリニック 〒849-0401 0952-71-7108松田　健大 松田　健大 平17. 6. 2歯   小歯 診療所
     杵歯86 杵島郡白石町大字福富１９１番地常　勤:    1 新規開設 現存
     １９ (歯       1) 平29. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39216,3088,3 まつうら歯科クリニッ〒849-2304 0954-45-5000松浦　明 松浦　明 平10. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     杵歯88 ク 武雄市山内町大字大野７２８５番常　勤:    2 移転開設 現存
     地１ (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39316,3089,1 医療法人　きたむら歯〒849-2303 0954-45-5265医療法人　きたむら歯北村　明生 平13. 9. 1歯   小歯 診療所
     杵歯89 科 武雄市山内町大字三間坂甲１４０常　勤:    1科 法人化 現存
     ２４番地１ (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39416,3090,9 京子歯科クリニック 〒849-1112 0952-74-5520辻　京子 辻　京子 平18.12.20歯   小歯 診療所
     杵歯90 杵島郡白石町大字福田２２６３番常　勤:    1 新規開設 現存
     地１６号 (歯       1) 平24.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39516,3092,5 ナチュラルデンタルク〒849-0502 0952-86-3375江口　譲治 江口　譲治 平23. 9. 1歯   小歯 診療所
     杵歯92 リニック 杵島郡江北町大字佐留志２０３２常　勤:    1 新規開設 現存
     －２ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39616,3093,3 まつお歯科医院 〒849-0402 0952-87-3223医療法人　善成 松尾　留美子 平25. 7. 1歯   小歯 診療所
     杵歯93 杵島郡白石町福富下分２８２７番常　勤:    1 法人化 現存
     地３７ (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39716,3094,1 なかお歯科クリニック〒849-2102 0952-82-5203中尾　真 中尾　真 平26. 1.21歯   小歯 診療所
     杵歯94 杵島郡大町町福母１５４６ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平26. 1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39816,3095,8 小栁歯科医院 〒849-0503 0952-86-2574小栁　進祐 小栁　進祐 平26. 8.17歯   診療所
     杵歯95 杵島郡江北町惣領分１８９８番地常　勤:    1 開設変更 現存
     (歯       1) 平26. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39916,3096,6 ホワイトパール歯科医〒849-0501 0952-86-2666医療法人　白珠会 岡﨑　誠 平27. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     杵歯96 院 杵島郡江北町大字山口字三本松三常　勤:    1 開設変更 現存
     １３５５番６ (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40016,3097,4 まじま歯科医院 〒849-1112 0952-97-6487眞島　亮太 眞島　亮太 平30. 5. 7歯   診療所
     杵歯97 杵島郡白石町大字福田１２８０－ 新規開設 現存
     １ 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40117,3015,4 宮﨑歯科医院 〒843-0305 0954-42-0009宮﨑　德八朗 宮﨑　德八朗 昭53.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     藤歯15 嬉野市嬉野町大字不動山甲１３番常　勤:    2 新規開設 現存
     地３ (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40217,3018,8 西村歯科医院 〒849-1402 09546-6-4808西村　健 西村　健 昭55.11. 1歯   診療所
     藤歯18 嬉野市塩田町大字久間乙１７０５常　勤:    1 新規開設 現存
     番地１ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40317,3019,6 寺尾歯科医院 〒849-1411 09546-6-2142寺尾　隆治 寺尾　隆治 昭58. 7. 1歯   診療所
     藤歯19 嬉野市塩田町大字馬場下甲５０番常　勤:    2 その他 現存
     地３ (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       1)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40417,3022,0 太田歯科医院 〒843-0304 0954-43-3965太田　嘉住子 太田　嘉住子 昭63. 4.18歯   矯歯 歯外診療所
     藤歯22 嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲７７常　勤:    1 新規開設 現存
     番地１ (歯       1) 平30. 4.18
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  40517,3028,7 西野歯科医院 〒849-1602 0954-67-2155西野　國博 西野　國博 平 5. 5. 1歯   診療所
     藤歯28 藤津郡太良町大字多良１６２７番常　勤:    2 新規開設 現存
     地１ (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40617,3029,5 古賀歯科医院 〒843-0301 0954-43-3982医療法人　清静会 古賀　正章 平 8. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     藤歯29 嬉野市嬉野町大字下宿甲３１８８常　勤:    3 法人化 歯外 現存
     番地 (歯       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40717,3032,9 医療法人　良歯会　あ〒843-0301 0954-43-0505医療法人　良歯会　あ新井　良一 平 9. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     藤歯32 らい歯科医院 嬉野市嬉野町大字下宿甲１７８１常　勤:    1らい歯科医院 法人化 現存
     番地１ (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40817,3033,7 医療法人　良歯会　よ〒843-0303 0954-43-8600医療法人　良歯会　あ今道　友之 平 9.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     藤歯33 しだ歯科医院 嬉野市嬉野町大字吉田丁４５３５常　勤:    1らい歯科医院 開設変更 現存
     番地２ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40917,3034,5 くりやま歯科・小児歯〒849-1425 09546-6-9090栗山　和久 栗山　和久 平10. 3.26歯   小歯 診療所
     藤歯34 科医院 嬉野市塩田町大字五町田甲１８３常　勤:    1 新規開設 現存
     ７番地１ (歯       1) 平28. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41017,3035,2 宮原歯科医院 〒843-0301 0954-43-0607宮原　昭 宮原　昭 平10. 6. 4歯   歯外 小歯診療所
     藤歯35 嬉野市嬉野町大字下宿乙２１７３常　勤:    1 新規開設 現存
     番地 (歯       1) 平28. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41117,3038,6 船津歯科医院 〒843-0301 0954-43-0149舩津　光弘 舩津　光弘 平11.12.11歯   診療所
     藤歯38 嬉野市嬉野町大字下宿乙２２０２常　勤:    1 開設変更 現存
     番地３９ (歯       1) 平29.12.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41217,3047,7 ひだか歯科 〒849-1602 0954-67-9123日髙　丈博 日髙　丈博 平18. 2.14歯   小歯 矯歯診療所
     藤歯47 藤津郡太良町大字多良１番１９ 常　勤:    1 新規開設 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 2.14
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41317,3050,1 たばた歯科医院 〒849-1612 0954-68-1180田畑　佳秀 田畑　佳秀 平25.10.21歯   小歯 診療所
     藤歯50 藤津郡太良町大浦丁３６８番地１常　勤:    1 新規開設 現存
     ９ (歯       1) 平25.10.21
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41420,3001,8 しばた歯科医院 〒842-0107 0952-55-9118柴田　祐三 柴田　祐三 平18.11. 1歯   小歯 診療所
     埼歯1 神埼市神埼町鶴９３１番地１ 常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41520,3002,6 千代田歯科クリニック〒842-0065 0952-44-6698今村　正雄 今村　正雄 平21. 7.11歯   小歯 矯歯診療所
     埼歯2 神埼市千代田町大字崎村６３９番常　勤:    1 新規開設 現存
     地３ (歯       1) 平27. 7.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41620,3003,4 こばやし歯科医院 〒842-0107 0952-55-6030小林　善郎 小林　善郎 平24. 1.18歯   小歯 歯外診療所
     埼歯3 神埼市神埼町鶴１６２３－４ 常　勤:    1 新規開設 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41720,3004,2 迎島歯科医院 〒842-0063 0952-34-6407青山　貴博 青山　貴博 平27.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     埼歯4 神埼市千代田町迎島５５２－２５常　勤:    1 新規開設 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41820,3005,9 泉福歯科医院 〒842-0002 0952-52-2839泉福　浩志 泉福　浩志 平28. 2. 7歯   小歯 診療所
     埼歯5 神埼市神埼町田道ケ里２２４０－常　勤:    1 開設変更 現存
     １ (歯       1) 平28. 2. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41998,3193,9 佐賀市休日歯科診療所〒840-0054 0952-24-1426佐賀市長 徳島　茂樹 平30. 4.15歯   小歯 診療所
     佐公歯193 佐賀市水ケ江一丁目１２番１１号常　勤:    1 移転開設 現存
     (歯       1) 平30. 4.15
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


