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    101-3175-6 村井歯科医院 〒760-0080 087-861-2046村井　皓一郎 村井　皓一郎 昭49. 1. 1歯   診療所
     高歯175 高松市木太町１６０９番地４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-3196-2 広瀬歯科医院 〒760-0044 087-851-3383廣瀬　佳史 廣瀬　佳史 昭47. 7. 1歯   診療所
     高歯196 高松市御坊町４番地１９号藤井ビ常　勤:    1 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-3202-8 佐々木歯科医院 〒761-0442 087-848-0142佐々木　正美 佐々木　正美 昭51. 1. 1歯   診療所
     高歯202 高松市川島本町１８９番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-3214-3 井下歯科医院 〒760-0040 087-822-0252井下　統夫 井下　統夫 昭52.10. 1歯   診療所
     高歯214 高松市片原町２番地１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-3219-2 神原歯科医院 〒760-0005 087-834-4102神原　淳 神原　淳 昭53. 4. 1歯   小歯 診療所
     高歯219 高松市宮脇町一丁目３２番２５号常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-3229-1 長尾歯科医院 〒761-8064 087-865-5467長尾　武久 長尾　武久 昭53.11. 1歯   小歯 診療所
     高歯229 高松市上之町二丁目８番３５号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-3232-5 細川歯科クリニック 〒760-0050 087-835-2056細川　雅敬 細川　雅敬 昭54. 3. 1歯   診療所
     高歯232 高松市亀井町１２番地４　日の出常　勤:    1 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-3234-1 おぐら歯科医院 〒761-8074 087-888-0222小倉　寛治 小倉　寛治 昭54. 3. 1歯   診療所
     高歯234 高松市太田上町２１２番地５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-3235-8 小倉歯科医院 〒760-0056 087-831-5059小倉　喜博 小倉　喜博 昭54. 4. 1歯   診療所
     高歯235 高松市中新町２番１号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-3241-6 まつおか歯科医院 〒760-0027 087-821-6537松岡　利安 松岡　利安 昭54. 8. 5歯   診療所
     高歯241 高松市紺屋町１０番地６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-3244-0 阿部歯科医院 〒760-0080 087-834-5314阿部　康一 阿部　康一 昭55. 3. 1歯   診療所
     高歯244 高松市木太町６区２８３６番地１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
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   1201-3246-5 中村歯科医院 〒761-8076 087-888-1211中村　公士 中村　公士 昭55. 4. 1歯   小歯 診療所
     高歯246 高松市多肥上町５０９番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-3247-3 高松歯科診療所 〒760-0066 087-851-1167社団法人　高松市歯科梅村　謙二 昭55. 5. 1歯   診療所
     高歯247 高松市福岡町三丁目３６番２３号常　勤:    1医師会　会長　梅村　 現存
     (歯       1)謙二 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-3251-5 医療法人社団　ア歯会〒760-0018 087-835-5000医療法人社団　ア歯会玉岡　善己 昭55.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯251 　ア歯科診療所 高松市天神前６番地６号 常　勤:    6　理事長　松岡　省三 歯外 現存
     (歯       6) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-3252-3 エビヌマ歯科医院 〒761-8085 087-886-3465海老沼　元之 海老沼　元之 昭55.11. 1歯   診療所
     高歯252 高松市寺井町１２４８番地６ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-3255-6 平池歯科医院 〒760-0018 087-835-0295平池　洋一郎 平池　洋一郎 昭56. 1. 6歯   診療所
     高歯255 高松市天神前９番地２５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-3256-4 フジツカ三好歯科医院〒760-0071 087-831-3025三好　貴美子 三好　貴美子 昭56. 4. 1歯   診療所
     高歯256 高松市藤塚町三丁目１番１０号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801-3258-0 ファミリー歯科　屋島〒761-0113 087-843-6480馬場　純子 馬場　純子 昭56. 7. 1歯   診療所
     高歯258 診療所 高松市屋島西町２４６３番地４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-3261-4 南新町歯科クリニック〒760-0052 087-834-7188小倉　延重 小倉　延重 昭56.12. 8歯   歯外 診療所
     高歯261 高松市瓦町二丁目１１番２号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001-3263-0 山口歯科診療所 〒760-0017 087-831-5034山口　裕 山口　裕 昭57. 2. 1歯   診療所
     高歯263 高松市番町三丁目２番１号　池田常　勤:    1 現存
     番丁ビル３Ｆ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101-3267-1 吉田歯科医院 〒761-8076 087-888-2088吉田　光典 吉田　光典 昭57. 6. 1歯   診療所
     高歯267 高松市多肥上町１８４２番地５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2201-3269-7 松原歯科医院 〒761-0104 087-843-8815松原　法夫 松原　法夫 昭57. 8. 7歯   診療所
     高歯269 高松市高松町２１９６番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-3270-5 アキ歯科医院 〒760-0079 087-866-5522安藝　豊司 安藝　豊司 昭57. 9. 7歯   診療所
     高歯270 高松市松縄町４４番地７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-3271-3 梅村歯科医院 〒761-0443 087-848-1136梅村　謙二 梅村　謙二 昭57.11. 1歯   矯歯 診療所
     高歯271 高松市川島東町９５８番地３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-3273-9 高橋歯科医院 〒760-0017 087-833-3328髙橋　博之 髙橋　博之 昭58. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯273 高松市番町三丁目１５番２１号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-3280-4 三好歯科医院 〒760-0066 087-822-2587三好　正弘 三好　正弘 昭59. 7. 1歯   診療所
     高歯280 高松市福岡町二丁目２９番３０号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-3283-8 としま歯科医院 〒761-8071 087-865-7878豊島　雄一 豊島　雄一 昭60. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯283 高松市伏石町１４２８番地１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-3285-3 大黒歯科医院 〒761-0104 087-841-3500大黒　義明 大黒　義明 昭60. 7.29歯   診療所
     高歯285 高松市高松町２４１２番地１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-3287-9 西谷歯科医院 〒761-8031 087-882-8800西谷　義則 西谷　義則 昭60.10. 1歯   診療所
     高歯287 高松市郷東町１３６番地６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-3291-1 永原歯科医院 〒761-8071 087-866-1115永原　滋万 永原　滋万 昭61. 1. 3歯   診療所
     高歯291 高松市伏石町２１２６番地７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101-3293-7 池上歯科医院 〒761-8045 087-886-6600池上　正 池上　正 昭61. 3. 3歯   診療所
     高歯293 高松市西山崎町１８２番地７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成     4 頁

   3201-3294-5 藤本歯科医院 〒760-0012 087-837-1182藤本　幸重 藤本　幸重 昭61. 6. 7歯   診療所
     高歯294 高松市瀬戸内町１６番１３号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301-3297-8 山地歯科医院 〒760-0078 087-837-1137山地　則也 山地　則也 昭61.10. 6歯   診療所
     高歯297 高松市今里町一丁目２９番地２６常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401-3299-4 木田歯科医院 〒761-8046 087-885-1500木田　一秀 木田　一秀 昭62. 1. 5歯   小歯 診療所
     高歯299 高松市川部町４６０番地６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501-3300-0 関元歯科医院 〒761-8064 087-867-7431関元　直登 関元　直登 昭62. 3.11歯   小歯 歯外診療所
     高歯300 高松市上之町三丁目９番２８号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601-3302-6 ムラトミ歯科医院 〒761-0322 087-847-4018村冨　正芳 村冨　正芳 昭62. 5. 1歯   診療所
     高歯302 高松市前田東町７３１番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-3303-4 穴吹歯科医院 〒761-8073 087-865-8200穴吹　昇三 穴吹　昇三 昭62. 5.28歯   小歯 診療所
     高歯303 高松市太田下町２２２０番地６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-3304-2 矢野歯科医院 〒761-8054 087-866-5775矢野　高英 矢野　高英 昭62. 9.12歯   小歯 診療所
     高歯304 高松市東ハゼ町２２番地１ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平29. 9.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-3308-3 河北歯科医院 〒761-8044 087-885-2436池内　孝芳 池内　孝芳 昭63. 4. 1歯   診療所
     高歯308 高松市円座町５２２番地 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-3309-1 いのした歯科医院 〒760-0080 087-862-3571井下　愃文 井下　愃文 昭63. 4. 1歯   診療所
     高歯309 高松市木太町八区３９１４番地５常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-3314-1 カモン歯科医院 〒761-8053 087-865-5768加門　慎哉 加門　慎哉 平元. 5. 1歯   小歯 診療所
     高歯314 高松市西ハゼ町２４４番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4201-3316-6 医療法人社団　長束歯〒761-0104 087-843-1818医療法人社団　長束歯長束　崇仁 平元. 9. 1歯   小歯 診療所
     高歯316 科医院 高松市高松町２４８８番地１２ 常　勤:    2科医院　理事長　長束 現存
     (歯       2)　崇仁 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301-3318-2 医療法人社団　湖﨑歯〒760-0061 087-821-6949医療法人社団湖﨑歯科湖﨑　武秀 平 2. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     高歯318 科クリニック 高松市築地町５番地１ 常　勤:    3クリニック　理事長　 現存
     (歯       3)湖﨑　武秀 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-3320-8 医療法人社団　植田歯〒760-0077 087-834-3718医療法人社団　植田歯植田　佳邦 平 2. 2. 1歯   診療所
     高歯320 科医院 高松市上福岡町７０４番地２池添常　勤:    1科医院　理事長　植田 現存
     ビル２階 (歯       1)　佳邦 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501-3323-2 春日歯科クリニック 〒761-0101 087-843-4181豊島　泰介 豊島　泰介 平 2. 5.14歯   小歯 矯歯診療所
     高歯323 高松市春日町１６４３番地９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601-3324-0 宮脇歯科医院 〒761-0313 087-847-7757宮脇　守男 宮脇　守男 平 2. 6. 5歯   小歯 歯外診療所
     高歯324 高松市下田井町６３３番地１ 常　勤:    1 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 6. 5
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701-3325-7 木村歯科医院 〒760-0080 087-865-7788木村　元厚 木村　元厚 平 2. 6.11歯   矯歯 小歯診療所
     高歯325 高松市木太町九区４６６番地６ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801-3327-3 坂東歯科クリニック 〒760-0004 087-837-6487坂東　達矢 坂東　達矢 平 2.10. 4歯   歯外 小歯診療所
     高歯327 高松市西宝町一丁目１０番１２号常　勤:    1 現存
     Ｔｒｅｅハイム２Ｆ (歯       1) 平29.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901-3331-5 井手口歯科医院 〒760-0008 087-835-6688井手口　英章 井手口　英章 平 3. 3.18歯   小歯 歯外診療所
     高歯331 高松市中野町１番地３２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-3332-3 そごう歯科医院 〒761-0433 087-848-3200十河　陽治 十河　陽治 平 3. 3.19歯   小歯 診療所
     高歯332 高松市十川西町１８０番地３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5101-3333-1 堀歯科診療所 〒760-0048 087-821-5773堀　祥二 堀　祥二 平 3. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯333 高松市福田町１４番地１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201-3334-9 川西歯科医院 〒760-0013 087-821-1080川西　英三 川西　英三 平 3. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯334 高松市扇町一丁目２２番１２号 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301-3335-6 おおくま歯科医院 〒760-0072 087-837-9000大熊　秀和 大熊　秀和 平 3. 5.15歯   診療所
     高歯335 高松市花園町三丁目２番１２号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-3337-2 林歯科医院 〒760-0041 087-821-3684林　秀樹 林　秀樹 平 3. 7. 1歯   診療所
     高歯337 高松市百間町９番地２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501-3339-8 小野歯科医院 〒761-8084 087-886-8100小野　耕資 小野　耕資 平 3.10. 7歯   小歯 診療所
     高歯339 高松市一宮町３２８番地１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.10. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601-3344-8 なかむら歯科医院 〒761-8084 087-885-5655中村　久美 中村　久美 平 4. 6.15歯   小歯 診療所
     高歯344 高松市一宮町１５９１番地６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701-3345-5 番町歯科クリニック 〒760-0017 087-861-0008多田　爲則 多田　爲則 平 4.10. 1歯   小歯 診療所
     高歯345 高松市番町四丁目１１番地３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801-3349-7 金倉歯科医院 〒760-0026 087-826-2223金倉　圭一 金倉　圭一 平 5. 1. 4歯   小歯 診療所
     高歯349 高松市磨屋町１番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901-3350-5 三谷歯科診療所 〒760-0034 087-821-5474三谷　明弘 三谷　明弘 平 5. 1. 4歯   診療所
     高歯350 高松市内町１番５号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001-3351-3 谷口歯科医院 〒760-0054 087-831-5724谷口　晃 谷口　晃 平 5. 1. 4歯   診療所
     高歯351 高松市常磐町一丁目９番１４号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 1. 4
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   6101-3353-9 シミズ歯科医院 〒760-0079 087-867-0046清水　延哲 清水　延哲 平 5. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高歯353 高松市松縄町５１番地１８ 常　勤:    3 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201-3355-4 塩井歯科医院 〒761-8014 087-881-6626塩井　正志 塩井　正志 平 5. 4.20歯   小歯 診療所
     高歯355 高松市香西南町４７２番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301-3356-2 馬場歯科医院 〒760-0063 087-835-2884馬場　勝也 馬場　勝也 平 5. 5. 1歯   診療所
     高歯356 高松市多賀町ニ丁目１５番１７号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401-3358-8 今瀧歯科クリニック 〒760-0040 087-821-5154今瀧　昇 今瀧　昇 平 6. 3.28歯   診療所
     高歯358 高松市片原町４番地３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501-3360-4 生協へいわ歯科診療所〒760-0073 087-837-6480香川医療生活協同組合尾平野　将広 平 6. 4.11歯   小歯 診療所
     高歯360 高松市栗林町一丁目３番２４号 常　勤:    2　理事長　藤原　高明 現存
     (歯       2) 平30. 4.11
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601-3362-0 やすとみ歯科医院 〒761-8074 087-868-5188安冨　哲士 安冨　哲士 平 6. 5.24歯   矯歯 小歯診療所
     高歯362 高松市太田上町３９２番地１ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平30. 5.24
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701-3363-8 松井歯科医院 〒760-0080 087-861-6548松井　康男 松井　康男 平 6. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯363 高松市木太町四区２３５１番地３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801-3364-6 医療法人社団　里春会〒761-0311 087-865-6600医療法人社団　里春会久保　和子 平 6. 6.15歯   小歯 矯歯診療所
     高歯364 　久保歯科クリニック高松市元山町１１６３番地１２ 常　勤:    2　理事長　久保　和子 現存
     (歯       2) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901-3365-3 市原歯科医院 〒760-0071 087-831-3441市原　彌恵子 市原　彌恵子 平 6. 7. 1歯   診療所
     高歯365 高松市藤塚町二丁目４番８号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7001-3368-7 医療法人社団　米岡歯〒761-8057 087-867-8888医療法人社団　米岡歯米岡　一也 平 7. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯368 科医院 高松市田村町３２１番地１ 常　勤:    1科医院　理事長　米岡 現存
     (歯       1)　一也 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101-3372-9 アヤ歯科医院 〒761-8021 087-881-1211綾　英紀 綾　英紀 平 7. 5. 1歯   診療所
     高歯372 高松市鬼無町是竹９３番地５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201-3375-2 木太デンタルクリニッ〒760-0080 087-862-1461加藤　雅子 加藤　雅子 平 7. 9. 1歯   診療所
     高歯375 ク 高松市木太町１８３７番地５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301-3377-8 いしい歯科クリニック〒760-0005 087-863-0088石井　浩之 石井　浩之 平 7. 9.10歯   小歯 歯外診療所
     高歯377 高松市宮脇町一丁目３番１７号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401-3378-6 立本歯科診療所 〒760-0001 087-862-2001立本　悟 立本　悟 平 7.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯378 高松市新北町１番１１号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501-3379-4 医療法人社団邦照会　〒761-8072 087-866-5195医療法人社団　邦照会米田　照男 平 7.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯379 米田歯科医院 高松市三条町２３９番地７ 常　勤:    2　米田歯科医院　理事 歯外 現存
     (歯       2)長　米田　照男 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601-3380-2 医療法人社団　永木歯〒760-0067 087-823-1188医療法人社団　永木歯永木　孝典 平 8. 1. 1歯   小歯 診療所
     高歯380 科医院 高松市松福町ニ丁目１０番６号 常　勤:    1科医院　理事長　永木 現存
     (歯       1)　孝典 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701-3383-6 三好歯科医院 〒760-0073 087-831-4403三好　篤信 三好　篤信 平 8. 3.29歯   小歯 診療所
     高歯383 高松市栗林町ニ丁目１６番１４号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801-3384-4 ふじわら歯科医院 〒760-0079 087-865-5884藤原　和彦 藤原　和彦 平 8. 5.14歯   小歯 診療所
     高歯384 高松市松縄町１１０４番地２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901-3385-1 サナダ歯科 〒761-8058 087-840-0648真田　晋作 真田　晋作 平 8. 6. 5歯   小歯 診療所
     高歯385 高松市勅使町５３６番地２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8001-3392-7 今滝歯科医院 〒761-8074 087-866-9081今瀧　勝己 今瀧　勝己 平 8.11.18歯   矯歯 小歯診療所
     高歯392 高松市太田上町７８３番地２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101-3396-8 ひまわり歯科医院 〒760-0079 087-868-5151永原　義章 永原　義章 平 9. 5.20歯   診療所
     高歯396 高松市松縄町１１４３番地３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201-3397-6 小河歯科医院 〒761-0104 087-841-7170小河　隆太 小河　隆太 平 9. 8.15歯   小歯 診療所
     高歯397 高松市高松町９１番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301-3401-6 丸の内歯科 〒760-0033 087-821-1331岡　左永子 岡　左永子 平10. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯401 高松市丸の内１１番地１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401-3404-0 つかだ歯科医院 〒761-0113 087-844-9082塚田　英治 塚田　英治 平10. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯404 高松市屋島西町２４７９番地２７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501-3405-7 谷本歯科医院 〒761-8079 087-889-0644徳丸　和代 徳丸　和代 平10. 9.13歯   小歯 診療所
     高歯405 高松市仏生山町乙５４番地７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9.13
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601-3406-5 医療法人社団　岡田歯〒761-8081 087-885-9700医療法人社団　岡田歯岡田　寿朗 平10.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯406 科醫院 高松市成合町７２５番地１ 常　勤:    1科醫院　理事長　岡田 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)　寿朗 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701-3407-3 ますだ歯科医院 〒761-0113 087-843-7718増田　幸三 増田　幸三 平10.10.29歯   小歯 診療所
     高歯407 高松市屋島西町２４８４番地１８常　勤:    1 新規 現存
     ウエストコーストヤシマΑ２０３(歯       1) 平28.10.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801-3409-9 赤松歯科医院 〒760-0020 087-826-6030赤松　秀規 赤松　秀規 平11. 4. 1歯   矯歯 診療所
     高歯409 高松市錦町ニ丁目１７番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901-3410-7 池尻歯科医院 〒761-8041 087-885-0085池尻　国夫 池尻　国夫 平11. 4.21歯   診療所
     高歯410 高松市檀紙町２２８８番地３ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29. 4.21
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   9001-3412-3 浮田歯科医院 〒761-8012 087-832-8801中山　真弓 中山　真弓 平11. 7. 8歯   矯歯 小歯診療所
     高歯412 高松市香西本町１５０番地１０ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7. 8
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101-3413-1 早勢歯科医院 〒761-0433 087-840-3331早勢　誠治 早勢　誠治 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     高歯413 高松市十川西町３６６番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201-3416-4 たけい歯科クリニック〒760-0007 087-862-5482武井　延哲 武井　延哲 平12. 1.27歯   小歯 歯外診療所
     高歯416 高松市中央町１６番１７号　西村常　勤:    1 移動 現存
     会計ビル２階 (歯       1) 平30. 1.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301-3418-0 こうじ歯科クリニック〒761-0323 087-847-4874木村　幸司 木村　幸司 平12. 8. 1歯   小歯 診療所
     高歯418 高松市亀田町４３８番地１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401-3422-2 医療法人社団　松本歯〒761-0443 087-848-4182医療法人社団　松本歯松本　嗣央 平12.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高歯422 科 高松市川島東町２７５番地１ 常　勤:    1科　理事長　松本　嗣 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)央 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501-3424-8 医療法人社団　セラ　〒760-0007 087-862-6222医療法人社団　セラ　松﨑　晃 平13. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高歯424 松崎ファミリー歯科矯高松市中央町１番５号　ＭＢＳビ常　勤:    2松崎ファミリー歯科矯 交代 現存
     正歯科 ル６階 (歯       2)正歯科　理事長　松﨑 平25. 2. 1
     非常勤:    1　晃
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601-3430-5 高橋歯科医院 〒760-0062 087-833-5564高橋　利之 高橋　利之 平13. 6.27歯   小歯 診療所
     高歯430 高松市塩上町一丁目５番３号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 6.27
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701-3431-3 石丸歯科医院 〒761-8071 087-815-2747石丸　毅 石丸　毅 平13. 7.23歯   小歯 矯歯診療所
     高歯431 高松市伏石町２０１８番地１２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 7.23
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9801-3432-1 いまじょう矯正歯科ク〒760-0079 087-815-2848今城　広治 今城　広治 平13. 7. 3矯歯 診療所
     高歯432 リニック 高松市松縄町１１１７番地５　シ常　勤:    2 新規 現存
     ブヤビル松縄１Ｆ (歯       2) 平25. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901-3433-9 多田歯科医院 〒760-0080 087-815-2010多田　彰仁 多田　彰仁 平13. 8. 3歯   矯歯 小歯診療所
     高歯433 高松市木太町７９２番地６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001-3434-7 医療法人社団　宿南歯〒760-0072 087-834-5580医療法人社団　宿南歯竹山　俊介 平13. 9. 1歯   診療所
     高歯434 科医院 高松市花園町一丁目１０番４５号常　勤:    1科医院　理事長　竹山 組織変更 現存
     (歯       1)　俊介 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101-3437-0 磯島歯科医院 〒760-0068 087-834-8686磯島　弘一 磯島　弘一 平14. 5.27歯   小歯 診療所
     高歯437 高松市松島町二丁目９番１０３号常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 5.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201-3439-6 医療法人社団グローバ〒761-8012 087-882-1181医療法人社団グローバ大西　朋子 平14. 8. 1歯   小歯 診療所
     高歯439 ル会　デンタルステー高松市香西本町３１１番地 常　勤:    1ル会　理事長　石井　 組織変更 現存
     ション谷本歯科医院 (歯       1)弘之 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301-3440-4 くにしげ歯科医院 〒761-8043 087-885-8801國重　俊郎 國重　俊郎 平14.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯440 高松市中間町２２番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401-3442-0 ほりうち歯科 〒761-0103 087-841-0648堀内　正純 堀内　正純 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     高歯442 高松市新田町乙２５番地３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501-3443-8 山内歯科医院 〒761-8012 087-881-2642山内　宏茂 山内　宏茂 平14. 8.24歯   小歯 診療所
     高歯443 高松市香西本町４８６番地６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 8.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601-3444-6 えがお歯科 〒761-0301 087-840-0777医療法人社団　えがお木村　榮作 平14.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高歯444 高松市林町２５７２番地１２ 常　勤:    1歯科　理事長　木村　 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)榮作 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10701-3445-3 医療法人社団　こう歯〒760-0078 087-832-2525医療法人社団　こう歯髙　孝輝 平14.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯445 科医院 高松市今里町一丁目８番１９号 科医院　理事長　髙　 組織変更 現存
     孝輝 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801-3447-9 医療法人社団　新樹会〒760-0025 087-822-6575医療法人社団　新樹会豊嶋　健治 平15. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     高歯447 　豊嶋歯科医院 高松市古新町５番地１ 常　勤:    2　理事長　豊嶋　健治 組織変更 小歯 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901-3448-7 医療法人社団　グロー〒760-0005 087-837-1184医療法人社団　グロー谷本　佳彦 平15. 1. 1歯   矯歯 歯外診療所
     高歯448 バル会　デンタルステ高松市宮脇町一丁目５番２０号２常　勤:    1バル会　理事長　石井 新規 現存
     ーション宮脇町歯科医階 (歯       1)　弘之 平27. 1. 1
     院 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001-3449-5 まつした歯科医院 〒760-0077 087-863-6755松下　直弘 松下　直弘 平15. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯449 高松市上福岡町９１６番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101-3450-3 オリーブ歯科医院 〒760-0053 087-832-0808天野　伊知郎 天野　伊知郎 平15. 3. 1歯   小歯 診療所
     高歯450 高松市田町１３番地１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201-3451-1 医療法人社団　鳥かい〒761-8041 087-885-2525医療法人社団　鳥かい鳥養　弘一 平15. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯451 歯科医院 高松市檀紙町１５１４番地１　 常　勤:    2歯科医院　理事長　鳥 組織変更 現存
     (歯       2)養　弘一 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301-3452-9 平田歯科医院 〒760-0027 087-821-7459平田　成志 平田　成志 平15. 4. 1歯   診療所
     高歯452 高松市紺屋町４番地７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401-3453-7 田町たかはし歯科医院〒760-0058 087-837-7205髙橋　利友 髙橋　利友 平15. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     高歯453 高松市東田町１番地１　今竹ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501-3454-5 亀田歯科医院 〒760-0020 087-821-7619亀田　好司 亀田　好司 平15. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯454 高松市錦町二丁目７番８号 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11601-3455-2 医療法人社団　スガタ〒760-0053 087-835-1001医療法人社団　スガタ菅田　貴志 平15. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高歯455 歯科医院 高松市田町１番地２ 常　勤:    1歯科医院　理事長　菅 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)田　貴志 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701-3456-0 医療法人社団　吉翔会〒761-0113 087-818-1118医療法人社団　吉翔会吉本　彰夫 平16. 2. 1歯   矯歯 歯外診療所
     高歯456 　吉本歯科医院 高松市屋島西町１９６８番地９ 常　勤:    2　理事長　吉本　彰夫 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801-3457-8 医療法人　白樹会　フ〒761-8072 087-815-1211医療法人　白樹会　理白井　広樹 平16. 3.15歯   小歯 矯歯診療所
     高歯457 ラワー歯科 高松市三条町６０８番地１ 常　勤:    3事長　白井　広樹 移動 歯外 現存
     (歯       3) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901-3459-4 すみたに歯科・矯正歯〒760-0014 087-831-7080住谷　光治 住谷　光治 平16. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯459 科医院 高松市昭和町二丁目１５番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001-3460-2 守田歯科医院 〒761-8074 087-865-4410守田　浩一 守田　浩一 平16. 5. 1歯   診療所
     高歯460 高松市太田上町８７４番地３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101-3463-6 中山歯科クリニック 〒761-8063 087-863-7730中山　康弘 中山　康弘 平16. 8. 1歯   歯外 診療所
     高歯463 高松市花ノ宮町一丁目１番２７号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201-3465-1 医療法人社団　久保歯〒761-0113 087-843-3001医療法人社団　久保歯久保　謙二 平16. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高歯465 科医院 高松市屋島西町１４５４番地１ 常　勤:    1科医院　理事長　久保 組織変更 現存
     (歯       1)　謙二 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301-3466-9 小山歯科医院 〒761-8032 087-882-1711小山　力 小山　力 平16. 9. 1歯   小歯 診療所
     高歯466 高松市鶴市町５８８番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401-3467-7 さいとう歯科クリニッ〒760-0018 087-835-1117齋藤　隆司 齋藤　隆司 平16.10. 4歯   矯歯 小歯診療所
     高歯467 ク 高松市天神前５番６号　高松メデ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ィカルモール５Ｆ (歯       1) 平28.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12501-3468-5 医療法人社団　グロー〒761-8075 087-814-8888医療法人社団　グロー千田　真 平16.12. 1歯   小歯 診療所
     高歯468 バル会　デンタルステ高松市多肥下町１５５３番地４ 常　勤:    1バル会　理事長　石井 新規 現存
     ーション　レインボー (歯       1)　弘之 平28.12. 1
     歯科医院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601-3469-3 中山歯科医院 〒760-0007 087-833-6233中山　盛幹 中山　盛幹 平17. 2. 1歯   診療所
     高歯469 高松市中央町５番２９号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701-3470-1 医療法人社団皓歯会　〒761-8078 087-889-1811医療法人社団　皓歯会西村　健司 平17. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高歯470 西村歯科医院 高松市仏生山町甲１４１６番地１常　勤:    2　理事長　西村　健司 移動 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801-3471-9 あさはら歯科 〒761-8083 087-889-8211朝原　秀樹 朝原　秀樹 平17. 9. 2歯   小歯 診療所
     高歯471 高松市三名町５８番地４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901-3472-7 サンポート歯科 〒760-0011 087-851-5545医療法人社団　ジュン廣岡　聖子 平17.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯472 高松市浜ノ町６３番２号　浜ノ町常　勤:    1アートアンドサイエン 新規 歯外 現存
     ビル (歯       1)ス　理事長　吉田　淳 平29.10. 1
     非常勤:    1一
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001-3473-5 医療法人社団　弘誠会〒761-8075 087-815-0118医療法人社団　弘誠会松原　弘樹 平17.11. 4歯   小歯 歯外診療所
     高歯473 　サンシャイン歯科 高松市多肥下町１５６２番地１５常　勤:    2　理事長　松原　弘樹 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平29.11. 4
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101-3474-3 あおぞら歯科クリニッ〒760-0080 087-866-6480三好　智 三好　智 平17.11.15歯   小歯 歯外診療所
     高歯474 ク 高松市木太町５０９５番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201-3475-0 はまおか歯科医院 〒761-0102 087-844-3755濱岡　宏典 濱岡　宏典 平17.11.21歯   歯外 小歯診療所
     高歯475 高松市新田町甲６５３番地１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301-3476-8 やの歯科医院 〒761-8032 087-897-2070矢野　宏明 矢野　宏明 平17.12.20歯   小歯 歯外診療所
     高歯476 高松市鶴市町２０３３番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401-3477-6 小西歯科医院 〒761-0121 087-845-3535小西　賢二 小西　賢二 昭48.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯477 高松市牟礼町牟礼３番地１ 常　勤:    3 歯外 現存
     (歯       3) 平24.10. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    15 頁

  13501-3479-2 溝渕歯科医院 〒761-0130 087-871-4808溝渕　勝彦 溝渕　勝彦 平 3. 3. 1歯   小歯 診療所
     高歯479 高松市庵治町６３８５番地１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601-3480-0 三谷歯科医院 〒761-0121 087-845-5780三谷　裕子 三谷　裕子 平 5. 1. 4歯   矯歯 小歯診療所
     高歯480 高松市牟礼町牟礼２５３３番地２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701-3482-6 たけま歯科医院 〒761-0122 087-870-1360竹間　和重 竹間　和重 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     高歯482 高松市牟礼町大町１５５０番地１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801-3483-4 医療法人社団　弘誠会〒761-0121 087-870-1555医療法人社団　弘誠会竹内　雅哉 平13.10. 3歯   小歯 歯外診療所
     高歯483 　やくり歯科 高松市牟礼町牟礼２４３１番地１常　勤:    1　理事長　松原　弘樹 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平25.10. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901-3484-2 松木歯科医院 〒761-0121 087-845-8577松木　倫和 松木　倫和 平15. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯484 高松市牟礼町牟礼２１１２番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001-3485-9 いのした歯科医院 〒761-1706 087-879-4712井下　博文 井下　博文 昭51. 3. 1歯   診療所
     高歯485 高松市香川町川東上１７８１番地常　勤:    2 現存
     ５ (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101-3486-7 フチダ歯科医院 〒761-1701 087-886-5117渕田　恒晴 渕田　恒晴 昭57. 5. 1歯   診療所
     高歯486 高松市香川町大野１３２０番地１常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201-3487-5 藤木歯科医院 〒761-1402 087-879-1188藤木　秀保 藤木　秀保 平 2. 5.24歯   小歯 歯外診療所
     高歯487 高松市香南町由佐１１５２番地 常　勤:    1 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 5.24
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301-3488-3 ながまち歯科医院 〒761-1703 087-888-6001長町　直樹 長町　直樹 平 6. 7.14歯   小歯 診療所
     高歯488 高松市香川町浅野６２４番地７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401-3489-1 ぬまた歯科医院 〒761-1703 087-879-0661沼田　浩 沼田　浩 平12.12. 5歯   小歯 診療所
     高歯489 高松市香川町浅野１０５３番地７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 5
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  14501-3492-5 川﨑歯科医院 〒769-0102 087-874-2363川﨑　恵美子 川﨑　恵美子 昭52. 3. 1歯   診療所
     高歯492 高松市国分寺町国分２９４番地７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601-3495-8 医療法人社団　ひまわ〒769-0103 087-874-1194医療法人社団　ひまわ大西　正宣 平 5. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯495 り会　大西歯科医院 高松市国分寺町福家乙２１４番地常　勤:    3り会　理事長　大西　 現存
     １０ (歯       2)正宣 平29. 2. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701-3496-6 しもよこ歯科 〒769-0103 087-874-5677下横　輝雄 下横　輝雄 平10.10. 2歯   小歯 矯歯診療所
     高歯496 高松市国分寺町福家甲２９１９番常　勤:    1 新規 現存
     地５ (歯       1) 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801-3497-4 みやわき歯科医院 〒769-0103 087-875-2442宮脇　聡 宮脇　聡 平11. 3. 1歯   小歯 診療所
     高歯497 高松市国分寺町福家甲２６３７番常　勤:    1 新規 現存
     地１ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901-3498-2 新居歯科医院 〒769-0101 087-874-0116新居　賢 新居　賢 平11. 5. 1歯   診療所
     高歯498 高松市国分寺町新居３３８５番地常　勤:    1 交代 現存
     １ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001-3500-5 松本歯科診療所 〒769-0101 087-875-1101松本　幹夫 松本　幹夫 平17.10. 1歯   歯外 矯歯診療所
     高歯500 高松市国分寺町新居１０９１番地常　勤:    1 新規 小歯 現存
     １ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101-3501-3 医療法人社団　西原歯〒761-8071 087-868-3535医療法人社団　西原歯西原　実男 平18. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯501 科医院 高松市伏石町２０５６番地３ 常　勤:    1科医院　理事長　西原 組織変更 現存
     (歯       1)　実男 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201-3504-7 医療法人社団　みつも〒761-8045 087-886-8900医療法人社団　みつも三森　康智 平18. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高歯504 り歯科医院 高松市西山崎町８８６番地１ 常　勤:    2り歯科医院　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)三森　康智 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301-3506-2 諏訪歯科医院 〒761-1705 087-879-7746諏訪　一昭 諏訪　一昭 平18. 4.24歯   小歯 診療所
     高歯506 高松市香川町川東下６４４番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401-3507-0 きくしま歯科医院 〒761-8077 087-889-1182菊島　将臣 菊島　将臣 平18. 7. 1歯   小歯 診療所
     高歯507 高松市出作町３８３番地１　１Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501-3508-8 医療法人社団　佑逵会〒761-8075 087-867-3933医療法人社団　佑逵会田中　美美 平18. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高歯508 　美美歯科 高松市多肥下町１５４８番地１４常　勤:    3　美美歯科　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       3)田中　美美 平24. 8. 1
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  15601-3510-4 医療法人社団　グロー〒761-8031 087-832-8844医療法人社団　グロー石井　弘之 平19. 2.14歯   小歯 歯外診療所
     高歯510 バル会　デンタルステ高松市郷東町１３４番地１西高松常　勤:    2バル会　理事長　石井 新規 現存
     ーション　スマイル歯メディカルビルイーア４階 (歯       2)　弘之 平25. 2.14
     科医院 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701-3511-2 医療法人社団　聖哲会〒761-0113 087-841-1213医療法人社団　聖哲会新谷　哲夫 平19. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯511 　シンタニ歯科医院 高松市屋島西町２４９０番地５ 常　勤:    3　理事長　新谷　哲夫 移動 歯外 現存
     (歯       3) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801-3512-0 医療法人社団　溝渕歯〒761-8004 087-881-1800医療法人社団　溝渕歯溝渕　壽一 平19. 3. 1歯   診療所
     高歯512 科診療所 高松市中山町８１１番地６ 常　勤:    2科診療所　理事長　溝 組織変更 現存
     (歯       2)渕　壽一 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901-3513-8 ハッピーデンタルクリ〒761-8041 087-816-4046香西　勝之 香西　勝之 平19. 4. 3歯   小歯 矯歯診療所
     高歯513 ニック 高松市檀紙町７５７番地６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001-3514-6 医療法人社団弘誠会　〒761-8012 087-882-8241医療法人社団弘誠会　合田　佳泰 平19. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯514 サンクリーン歯科 高松市香西本町１番地１ 常　勤:    1理事長　松原　弘樹 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101-3515-3 月見ヶ丘歯科クリニッ〒761-1404 087-879-0220尾崎　正幸 尾崎　正幸 平19. 5.18歯   小歯 診療所
     高歯515 ク 高松市香南町横井９８９番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201-3518-7 西岡歯科医院 〒760-0062 087-831-1987西岡　士郎 西岡　士郎 平19. 9. 1歯   診療所
     高歯518 高松市塩上町三丁目１４番１７号常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301-3519-5 なかつか歯科医院 〒760-0073 087-862-3150中塚　智雄 中塚　智雄 平19. 7.18歯   小歯 歯外診療所
     高歯519 高松市栗林町二丁目１０番１３号常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401-3520-3 三枝デンタルオフィス〒760-0050 087-833-5008三枝　尚登 三枝　尚登 平19.12.12歯   診療所
     高歯520 高松市亀井町８番地４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16501-3521-1 たにぐち歯科医院 〒761-8064 087-816-7551谷口　徳広 谷口　徳広 平20. 1.10歯   矯歯 小歯診療所
     高歯521 高松市上之町一丁目４番５号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601-3522-9 みたに歯科クリニック〒761-0301 087-815-3373三谷　明将 三谷　明将 平20. 6. 1歯   小歯 診療所
     高歯522 高松市林町１３０８番地１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701-3526-0 北岡歯科診療所 〒760-0006 087-862-5549亀井　智子 亀井　智子 平21. 1. 1歯   診療所
     高歯526 高松市亀岡町１４番地１８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801-3527-8 上里歯科医院 〒761-8071 087-867-6480山岸　奈名 山岸　奈名 平21. 2.28歯   小歯 歯外診療所
     高歯527 高松市伏石町２０９６番地４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 2.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901-3528-6 岩田歯科医院 〒760-0011 087-897-5646岩田　哲郎 岩田　哲郎 平21. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯528 高松市浜ノ町５６番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001-3530-2 つつみ歯科医院 〒769-0103 087-874-7373堤　久雄 堤　久雄 平21. 3.23歯   小歯 歯外診療所
     高歯530 高松市国分寺町福家甲３８５３番常　勤:    3 移動 現存
     地６ (歯       3) 平27. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101-3531-0 いちはら歯科クリニッ〒760-0075 087-813-0118市原　雅也 市原　雅也 平21. 4.12歯   矯歯 小歯診療所
     高歯531 ク 高松市楠上町二丁目３番１５号ア常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ルファメディカルモール内 (歯       1) 平27. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201-3533-6 はる歯科診療室 〒760-0003 087-833-6480野口　卓司 野口　卓司 平21. 6.24歯   小歯 矯歯診療所
     高歯533 高松市西町１３番３１号 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 6.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301-3534-4 瓦町矯正歯科 〒760-0052 087-834-4187高橋　巧 高橋　巧 平21. 7. 5矯歯 診療所
     高歯534 高松市瓦町二丁目６番２１号　ラ常　勤:    1 新規 現存
     ・ブームビル２Ｆ (歯       1) 平27. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401-3535-1 みき歯科医院 〒761-8032 087-813-0727三木　武 三木　武 平21. 7.11歯   矯歯 小歯診療所
     高歯535 高松市鶴市町２０２２番１９ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 7.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501-3536-9 高松歯科口腔外科クリ〒760-0047 087-813-1666細江　美知 細江　美知 平21. 8.21歯   歯外 診療所
     高歯536 ニック 高松市塩屋町１１番１６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 8.21
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  17601-3537-7 もりい矯正歯科クリニ〒760-0040 087-811-7725森井　大介 森井　大介 平21. 9. 7矯歯 診療所
     高歯537 ック 高松市片原町１０番地２０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701-3538-5 藤塚歯科クリニック 〒760-0071 087-813-1103小山　貴生 小山　貴生 平21. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯538 高松市藤塚町一丁目７番２５号プ常　勤:    1 新規 現存
     ロシード藤塚１階 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801-3539-3 医療法人社団グローバ〒761-0312 087-847-2525医療法人社団グローバ岸　敦司 平21. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯539 ル会　デンタルステー高松市東山崎町６６８番地１ 常　勤:    1ル会　理事長　石井　 新規 歯外 現存
     ションピース歯科医院 (歯       1)弘之 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901-3541-9 医療法人社団　てらい〒761-0101 087-844-4187医療法人社団てらい歯寺井　邦博 平21.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯541 歯科矯正歯科 高松市春日町４８５番地１５ 常　勤:    3科矯正歯科　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       3)寺井　邦博 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001-3542-7 こばやし歯科・小児歯〒761-8073 087-867-8228医療法人　スマイルデ小林　弘茂 平21.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯542 科クリニック 高松市太田下町３０３５番地７ 常　勤:    2ザイン　理事長　小林 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)　弘茂 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101-3543-5 かさいデンタルクリニ〒761-1701 087-813-8217笠井　真一 笠井　真一 平22. 5. 6歯   小歯 歯外診療所
     高歯543 ック 高松市香川町大野１４９番地１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 5. 6
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201-3544-3 ＪＵＮ歯科クリニック〒760-0054 087-813-2123医療法人社団　ジュン 田　淳一 平22. 5.27歯   歯外 小歯診療所
     高歯544 高松市常磐町二丁目８番地１０Ｍ常　勤:    2アートアンドサイエン 移動 現存
     ａｃｒｏｐｈａｇｅ　Ｂｌｄｇ (歯       2)ス　理事長　 田　淳 平28. 5.27
     一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301-3546-8 樫デンタルクリニック〒760-0080 087-813-8461樫　圭一 樫　圭一 平22. 6. 2歯   小歯 診療所
     高歯546 高松市木太町１２４５番地１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401-3547-6 かみやま歯科医院 〒760-0080 087-835-6480神山　拓也 神山　拓也 平22. 6.15歯   小歯 歯外診療所
     高歯547 高松市木太町１１４５番地１新和常　勤:    1 新規 現存
     開発ビル１Ｆ (歯       1) 平28. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501-3548-4 町田歯科クリニック 〒761-8075 087-813-8241町田　誠一 町田　誠一 平22. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯548 高松市多肥下町１５８７番地１１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18601-3552-6 にしくぼ歯科医院 〒760-0013 087-813-2088西窪　政人 西窪　政人 平22.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高歯552 高松市扇町二丁目７番１号岡ビル常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １Ｆ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701-3554-2 医療法人社団グローバ〒761-8074 087-868-7777医療法人社団　グロー谷本　千博 平23. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高歯554 ル会　デンタルステー高松市太田上町４２０番地１ 常　勤:    1バル会　理事長　石井 新規 歯外 現存
     ション　アップル歯科 (歯       1)　弘之 平29. 3. 1
     医院 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801-3556-7 香川大学前はこざき歯〒760-0017 087-813-0418箱崎　達司 箱崎　達司 平23. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯556 科医院 高松市番町三丁目２０番１５号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901-3558-3 医療法人社団グローバ〒769-0103 087-874-8844医療法人社団グローバ渡邉　佑太 平23. 8.10歯   小歯 矯歯診療所
     高歯558 ル会　デンタルステー高松市国分寺町福家３８１２番地常　勤:    1ル会　理事長　石井　 新規 歯外 現存
     ション　プリンス歯科１イオンタウン国分寺メディカル(歯       1)弘之 平29. 8.10
     医院 モール内 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001-3560-9 長町歯科クリニック 〒760-0080 087-813-4618長町　健史 長町　健史 平23.11. 4歯   小歯 歯外診療所
     高歯560 高松市木太町２５６５番４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101-3561-7 マシマ歯科クリニック〒761-0450 087-814-6600間島　徹 間島　徹 平23.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     高歯561 高松市三谷町３８４番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201-3562-5 木太東歯科 〒760-0080 070-55143869梶本　淳也 梶本　淳也 平24. 6. 1歯   診療所
     高歯562 高松市木太町３８６８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301-3563-3 すまいる歯科・矯正歯〒761-8047 087-814-4111金岡　和博 金岡　和博 平24. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯563 科 高松市岡本町１６７４番地３ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401-3565-8 川上矯正歯科医院 〒760-0017 087-822-4888医療法人　昭和会　理川上　映子 平24.10. 1矯歯 歯   診療所
     高歯565 高松市番町一丁目３番３０号 常　勤:    4事長　川上　映子 組織変更 現存
     (歯       4) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19501-3566-6 平尾歯科クリニック 〒761-8076 087-814-4015平尾　史恵 平尾　史恵 平24.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     高歯566 高松市多肥上町字松林１２２３番常　勤:    1 新規 現存
     地１９ (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601-3569-0 亀井歯科医院 〒760-0018 087-831-6891亀井　稔之 亀井　稔之 平25. 4. 8歯   小歯 診療所
     高歯569 高松市天神前４番地３３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701-3570-8 医療法人社団　愛歯会〒760-0074 087-832-0777医療法人社団　愛歯会磯崎　裕騎 平25. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯570 　いそざき歯科 高松市桜町二丁目４番１１号 常　勤:    1　いそざき歯科　理事 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)長　磯崎　裕騎 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801-3571-6 医療法人優心会　高松〒761-0301 087-815-2424医療法人優心会　理事曾我部　哲 平25. 6. 1歯   診療所
     高歯571 大塚歯科医院 高松市林町２５３８番地１０ 常　勤:    1長　大塚　秀人 移動 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:   16
     (歯      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901-3572-4 兵庫町歯科 〒760-0024 087-851-8211宿南　仁志 宿南　仁志 平25. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     高歯572 高松市兵庫町２番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001-3573-2 伊東歯科矯正歯科医院〒760-0011 087-826-2118伊東　正志 伊東　正志 平25. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯573 高松市浜ノ町９番地９ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101-3574-0 医療法人社団グローバ〒761-8053 087-867-1181医療法人社団グローバ谷　俊紘 平26. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高歯574 ル会　デンタルステー高松市西ハゼ町１８ 常　勤:    1ル会　理事長　石井　 新規 歯外 現存
     ション　りつりん歯科 (歯       1)弘之 平26. 2. 1
     医院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201-3575-7 医療法人社団　明恵会〒760-0063 087-831-2810医療法人社団　明恵会古市　貴暢 平26. 3. 3歯   小歯 診療所
     高歯575 　古市歯科医院 高松市多賀町二丁目５番６号 常　勤:    1　理事長　古市　貴暢 移動 現存
     (歯       1) 平26. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301-3576-5 つばさ歯科医院 〒760-0004 087-802-0418兵庫　均 兵庫　均 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯576 高松市西宝町一丁目４番２１号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401-3577-3 医療法人社団　イチハ〒761-8044 087-885-1840医療法人社団　イチハ市原　定宜 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高歯577 ラデンタルクリニック高松市円座町１１２４番地５６ 常　勤:    2ラデンタルクリニック 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)　理事長　市原　定宜 平26. 4. 1
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  20501-3578-1 よしもと歯科クリニッ〒769-0101 087-813-6804医療法人　よしもと歯吉本　学 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯578 ク 高松市国分寺町新居字端岡１７９常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ６番地１ (歯       1)　吉本　学 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601-3579-9 ヨネダ歯科医院 〒760-0043 米田　敬 米田　敬 平26. 5.19歯   小歯 歯外診療所
     高歯579 高松市今新町４番地７　２階 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 5.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701-3580-7 フレッシュ歯科 〒761-0301 087-814-4181田中　愼亮 田中　愼亮 平26. 6. 1歯   小歯 診療所
     高歯580 高松市林町字宗高１１８３番 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801-3582-3 西クリニック歯科 〒761-8084 087-899-6712西　稚子 西　稚子 平26. 7.14歯   小歯 診療所
     高歯582 高松市一宮町７８３番地７　１Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901-3585-6 池田歯科医院 〒760-0024 087-821-4664橋本　信之介 橋本　信之介 平26. 7.21歯   小歯 歯外診療所
     高歯585 高松市兵庫町３番地１４ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平26. 7.21
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001-3586-4 ふくもと歯科クリニッ〒761-8073 087-897-3388医療法人ふくもと歯科福本　善和 平26. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯586 ク 高松市太田下町３０３８番地１２常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)福本　善和 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101-3587-2 さくら歯科医院 〒761-1701 087-885-4618医療法人社団　健進会中根　高信 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯587 高松市香川町大野８６０番地３ 常　勤:    2　理事長　中根　高信 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201-3588-0 飯田歯科クリニック 〒761-1705 087-814-3300飯田　大介 飯田　大介 平26.11.11歯   診療所
     高歯588 高松市香川町川東下１３０１番地常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平26.11.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301-3589-8 らく楽歯科クリニック〒760-0067 087-851-3500医療法人社団　らく楽田村　卓士 平26.12.11歯   小歯 診療所
     高歯589 高松市松福町二丁目４番３号 常　勤:    1会　理事長　太田　憲 新規 現存
     (歯       1)吾 平26.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401-3591-4 武田歯科医院 〒760-0019 087-822-0972武田　聡史 武田　聡史 平27. 8.18歯   診療所
     高歯591 高松市サンポート２番地１高松シ常　勤:    2 交代 現存
     ンボルタワービジネススクエア９(歯       2) 平27. 8.18
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21501-3592-2 医療法人社団　裕歯科〒761-0302 087-816-4618医療法人社団　裕歯科西原　裕 平27. 9. 1歯   小歯 診療所
     高歯592 クリニック 高松市上林町字竹部６５番地１ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       2)西原　裕 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601-3593-0 ひらの歯科 〒760-0080 087-812-6480比良野　哲彦 比良野　哲彦 平27.12. 7歯   小歯 歯外診療所
     高歯593 高松市木太町２０６３番地６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701-3594-8 たかまつファミリー歯〒761-0101 087-813-8788髙松　昇一郎 髙松　昇一郎 平28. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯594 科医院 高松市春日町８１２番地１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801-3595-5 新田歯科医院 〒761-8078 087-888-4618新田　浩樹 新田　浩樹 平28. 3. 1歯   小歯 診療所
     高歯595 高松市仏生山町甲３７０番地３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901-3596-3 医療法人社団　しん治〒761-0123 087-845-6644医療法人社団　しん治髙橋　伸治 平28. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高歯596 歯科医院 高松市牟礼町原５９４番地１ 常　勤:    6歯科医院　理事長　髙 移動 現存
     (歯       6)橋　伸治 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001-3597-1 大石歯科クリニック 〒760-0055 087-813-3956大石　慶二 大石　慶二 平28. 4.21歯   歯外 診療所
     高歯597 高松市観光通二丁目９番１２号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101-3598-9 渋谷歯科医院 〒761-0121 087-845-9506渋谷　敦人 渋谷　敦人 平28. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯598 高松市牟礼町牟礼１０３３番地１常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201-3599-7 高松駅前アルファ歯科〒760-0022 087-821-2418医療法人アルファ　理池田　耕士 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯599 クリニック 高松市西内町１番地６アルファリ常　勤:    2事長　池田　耕士 組織変更 現存
     ビング高松駅前１階 (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301-3600-3 医療法人社団　彩正会〒761-0312 087-840-7899医療法人社団　彩正会安藤　正彦 平28. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯600 　あんどう歯科 高松市東山崎町８９番地６ 常　勤:    2　あんどう歯科　理事 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)長　安藤　正彦 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401-3601-1 むね歯科クリニック 〒760-0078 087-880-4829髙木　宗弘 髙木　宗弘 平28. 8. 2歯   小歯 診療所
     高歯601 高松市今里町一丁目３１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 2
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  22501-3602-9 こまつ歯科クリニック〒769-0104 087-899-6722小松　弘明 小松　弘明 平28.10. 3歯   小歯 歯外診療所
     高歯602 高松市国分寺町新名字南川向６９常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ４番地１ (歯       1) 平28.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601-3603-7 医療法人　友慈会　フ〒760-0080 087-815-1181医療法人　友慈会　フ昌山　浩三 平28.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高歯603 レンズ歯科クリニック高松市木太町５０２３番地２５ 常　勤:    2レンズ歯科クリニック 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)　理事長　昌山　浩三 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701-3604-5 医療法人社団　もりぐ〒760-0080 087-813-0333医療法人社団　もりぐ森口　善夫 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯604 ち歯科クリニック 高松市木太町２３４１番地２ 常　勤:    2ち歯科クリニック　理 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2)事長　森口　善夫 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22801-3605-2 新枝歯科医院 〒761-0312 087-847-2118新枝　誉志也 新枝　誉志也 平28.11. 1歯   歯外 矯歯診療所
     高歯605 高松市東山崎町７０４番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901-3606-0 医療法人社団山下歯科〒761-8074 087-865-1323医療法人社団山下歯科山下　喜世弘 平28.12.24歯   小歯 矯歯診療所
     高歯606 医院 高松市太田上町１００４番地１ 常　勤:    2医院　理事長　山下　 移動 現存
     (歯       2)喜世弘 平28.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23001-3607-8 みき歯科　三越通りク〒760-0033 087-802-3810三木　武寛 三木　武寛 平29. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高歯607 リニック 高松市丸の内１０番１６号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23101-3608-6 小谷歯科医院 〒760-0052 087-834-2393小谷　一成 小谷　一成 平29. 4. 5歯   小歯 診療所
     高歯608 高松市瓦町二丁目７番１４号 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23201-3609-4 植松歯科クリニック 〒761-8064 植松　勇介 植松　勇介 平29. 7.15歯   小歯 歯外診療所
     高歯609 高松市上之町二丁目１番３７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23301-3611-0 いのうえファミリー歯〒761-0311 087-867-2554医療法人社団いのうえ井上　正朗 平29. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     高歯611 科 高松市元山町５７７番地１ 常　勤:    1ファミリー歯科　理事 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1)長　井上　正朗 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23401-3612-8 医療法人社団　丸亀町〒760-0029 087-851-2266医療法人社団　丸亀町三木　健史 平29. 9. 1歯   小歯 診療所
     高歯612 ハビット歯科クリニッ高松市丸亀町１３番地３高松市丸常　勤:    1ハビット歯科クリニッ 組織変更 現存
     ク 亀町商店街参番街東館３Ｆ (歯       1)ク　理事長　三木　健 平29. 9. 1
     史
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23501-3613-6 医療法人社団　かわに〒761-0102 087-870-0444医療法人社団　かわに川西　毅 平29. 9. 1歯   小歯 診療所
     高歯613 し歯科クリニック 高松市新田町甲３番８ 常　勤:    1し歯科クリニック　理 組織変更 現存
     (歯       1)事長　川西　毅 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23601-3614-4 高田歯科口腔外科医院〒761-8042 087-886-4600髙田　匡基 髙田　匡基 平29.10.10歯   歯外 矯歯診療所
     高歯614 高松市御厩町４７６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23701-3615-1 医療法人社団林歯科医〒761-0104 087-841-9026医療法人社団林歯科医林　秀樹 平30. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     高歯615 院 高松市高松町５番地８ 常　勤:    1院　理事長　林　秀樹 移動 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23801-3616-9 佃歯科医院 〒760-0073 087-831-8244医療法人　つくだ歯科佃　肇 平30. 3.16歯   歯外 矯歯診療所
     高歯616 高松市栗林町一丁目９ー１６ 常　勤:    2医院　理事長　佃　肇 組織変更 小歯 現存
     (歯       2) 平30. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23902-3047-5 岩山歯科医院 〒763-0051 0877-24-6027岩山　滋 岩山　滋 昭54.10. 1歯   診療所
     丸歯47 丸亀市今津町７４８番地４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24002-3055-8 野村歯科医院 〒763-0054 0877-25-3515野村　勤 野村　勤 昭59. 7.20歯   診療所
     丸歯55 丸亀市中津町９１２番地２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24102-3056-6 大西歯科医院 〒763-0064 0877-24-6492大西　信正 大西　信正 昭59.11.25歯   診療所
     丸歯56 丸亀市前塩屋町一丁目９番７号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24202-3057-4 尾池歯科医院 〒763-0012 0877-23-2723尾池　正規 尾池　正規 昭60. 4.22歯   診療所
     丸歯57 丸亀市土居町三丁目４番５号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24302-3060-8 田所歯科医院 〒763-0065 0877-25-0022田所　弘 田所　弘 昭60. 5.21歯   診療所
     丸歯60 丸亀市塩屋町四丁目５番２号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24402-3061-6 大林歯科医院 〒763-0093 0877-25-2588大林　弘明 大林　弘明 昭60.11. 9歯   矯歯 小歯診療所
     丸歯61 丸亀市郡家町２７２２番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24502-3064-0 医療法人社団　清歯会〒763-0024 0877-24-2323医療法人社団　清歯会藤本　清 昭63. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     丸歯64 　藤本歯科医院 丸亀市塩飽町６番地 常　勤:    1　理事長　藤本　清 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24602-3065-7 ヨコセ歯科医院 〒763-0093 0877-28-9110横瀬　好孝 横瀬　好孝 平元. 5. 2歯   矯歯 小歯診療所
     丸歯65 丸亀市郡家町２０５７番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24702-3066-5 夏見歯科医院 〒763-0093 0877-28-5583夏見　良宏 夏見　良宏 平元. 7.20歯   診療所
     丸歯66 丸亀市郡家町１４７６番地３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24802-3069-9 医療法人　優心会　大〒763-0013 0877-24-6262医療法人　優心会　大林　裕之 平 2. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     丸歯69 塚歯科医院 丸亀市城東町一丁目２番３９号 常　勤:   10塚歯科医院　理事長　 歯外 現存
     (歯      10)大塚　秀人 平29. 7. 1
     非常勤:   15
     (歯      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24902-3072-3 アズマ歯科クリニック〒763-0071 0877-22-4618東　富雄 東　富雄 平 6. 4. 8歯   小歯 診療所
     丸歯72 丸亀市田村町５３３番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25002-3073-1 日根野谷歯科医院 〒763-0082 0877-22-3066日根野谷　敬 日根野谷　敬 平 6. 5.23歯   矯歯 小歯診療所
     丸歯73 丸亀市土器町東九丁目１２２番地常　勤:    1 現存
     ４－５ (歯       1) 平30. 5.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25102-3077-2 片山歯科医院 〒763-0026 0877-21-8211片山　仁 片山　仁 平 7. 5.19歯   小歯 診療所
     丸歯77 丸亀市六番丁２７番地５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25202-3078-0 医療法人社団　山田歯〒763-0091 0877-28-8711医療法人社団　山田歯山田　登久晃 平 8. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     丸歯78 科医院 丸亀市川西町北５６６番地１ 常　勤:    1科医院　理事長　山田 現存
     (歯       1)　登久晃 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25302-3080-6 江戸歯科医院 〒763-0084 0877-22-7890江戸　雅文 江戸　雅文 平 8. 7. 1歯   小歯 診療所
     丸歯80 丸亀市飯野町東二甲１８００番地常　勤:    1 現存
     ４ (歯       1) 平29. 7. 1
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  25402-3084-8 丸尾歯科クリニック 〒763-0094 0877-57-2113丸尾　浩史 丸尾　浩史 平 9. 9. 5歯   小歯 診療所
     丸歯84 丸亀市三条町６５６番地８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25502-3085-5 たくま歯科医院 〒763-0003 0877-25-9070詫間　俊夫 詫間　俊夫 平 9.10.16歯   矯歯 小歯診療所
     丸歯85 丸亀市葭町３２番１ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平24.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25602-3091-3 さぎおか歯科医院 〒763-0091 0877-58-1177鷺岡　伸哉 鷺岡　伸哉 平13. 4. 6歯   小歯 診療所
     丸歯91 丸亀市川西町北９３８番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25702-3092-1 やまじ歯科医院 〒763-0091 0877-28-2014山地　宏和 山地　宏和 平13. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     丸歯92 丸亀市川西町北２５３番地１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25802-3093-9 コープ歯科まるがめ診〒763-0091 0877-58-1888香川医療生活協同組合砂田　大輝 平13. 9.25歯   小歯 診療所
     丸歯93 療所 丸亀市川西町北字山ノ側１３５７常　勤:    1　理事長　藤原　高明 新規 現存
     番地４ (歯       1) 平25. 9.25
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25902-3094-7 医療法人歯顎会　ハッ〒763-0082 0877-58-4848医療法人歯顎会　理事三瀬　駿二 平14. 8. 1矯歯 診療所
     丸歯94 ピー矯正歯科 丸亀市土器町東七丁目４５３番地常　勤:    1長　和島　武毅 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26002-3095-4 いまい歯科クリニック〒763-0073 0877-58-1212今井　啓司 今井　啓司 平14. 9. 2歯   小歯 矯歯診療所
     丸歯95 丸亀市柞原町６８２番地４　 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26102-3096-2 塩田歯科医院 〒763-0082 0877-21-6324塩田　等 塩田　等 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     丸歯96 丸亀市土器町東八丁目４６１番１常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26202-3097-0 大久保歯科医院 〒763-0082 0877-64-9068大久保　直尚 大久保　直尚 平15. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     丸歯97 丸亀市土器町東一丁目７０番地３常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26302-3098-8 医療法人社団　グロー〒763-0092 0877-28-1181医療法人社団　グロー内海　和幸 平16. 6.27歯   小歯 矯歯診療所
     丸歯98 バル会　デンタルステ丸亀市川西町南１２８０番地 常　勤:    1バル会　理事長　石井 新規 現存
     ーションまるがめ歯科 (歯       1)　弘之 平28. 6.27
     医院 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26402-3099-6 医療法人社団　至誠会〒763-0081 0877-22-2111医療法人社団　至誠会増田　修一 平16.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     丸歯99 　増田歯科医院 丸亀市土器町西四丁目３４７番地常　勤:    2　理事長　増田　修一 組織変更 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26502-3102-8 川西歯科医院 〒762-0082 0877-98-6777川西　一弘 川西　一弘 昭57. 8.31歯   小歯 矯歯診療所
     丸歯102 丸亀市飯山町川原１０３５番地７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26602-3103-6 キタ歯科医院 〒762-0081 0877-98-6183喜田　正晶 喜田　正晶 昭58. 3. 1歯   小歯 診療所
     丸歯103 丸亀市飯山町東坂元５４９番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26702-3104-4 丸尾歯科医院 〒761-2401 0877-86-5757丸尾　修之 丸尾　修之 平 3. 8. 7歯   診療所
     丸歯104 丸亀市綾歌町岡田上１７５１番地常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平24. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26802-3105-1 安部歯科医院 〒761-2406 0877-86-5688安部　修平 安部　修平 平 5. 4. 1歯   矯歯 診療所
     丸歯105 丸亀市綾歌町栗熊東４９４番地２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26902-3106-9 三木歯科医院 〒762-0087 0877-98-1551三木　知 三木　知 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     丸歯106 丸亀市飯山町西坂元１８番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27002-3107-7 医療法人社団　清成会〒762-0086 0877-98-1567医療法人社団　清成会三﨑　昌和 平12.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     丸歯107 　三崎歯科クリニック丸亀市飯山町真時６６６番地６ 常　勤:    1　理事長　三﨑　昌和 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27102-3109-3 本川歯科医院 〒761-2407 0877-86-2122本川　佳代子 本川　佳代子 平15.11. 1歯   診療所
     丸歯109 丸亀市綾歌町富熊９８１番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27202-3110-1 宮武歯科医院 〒763-0094 0877-28-7183宮武　亮 宮武　亮 平17. 5. 1歯   小歯 診療所
     丸歯110 丸亀市三条町９０番地２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27302-3111-9 医療法人社団　和会　〒763-0095 0877-28-7778医療法人社団　和会　山口　秀歌 平17.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     丸歯111 やまぐち歯科医院 丸亀市垂水町３２４０番地４ 常　勤:    1理事長　山口　秀歌 組織変更 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27402-3112-7 近藤歯科医院 〒762-0083 0877-98-2064近藤　正孝 近藤　正孝 平18.10. 1歯   診療所
     丸歯112 丸亀市飯山町下法軍寺４１０番地常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27502-3113-5 あまの歯科ファミリー〒763-0092 0877-28-1876天野　稔 天野　稔 平19. 4.19歯   小歯 診療所
     丸歯113 クリニック 丸亀市川西町南４２１番地１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27602-3114-3 黒田歯科医院 〒763-0045 0877-21-2881黒田　勇一 黒田　勇一 平20. 9.10歯   診療所
     丸歯114 丸亀市新町４番地７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27702-3116-8 末森元歯科医院 〒763-0033 0877-85-5377末森　元 末森　元 平21. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     丸歯116 丸亀市中府町四丁目１３番２６号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27802-3117-6 吉永歯科医院 〒763-0084 0877-22-6011吉永　美加 吉永　美加 平21. 8.13歯   小歯 診療所
     丸歯117 丸亀市飯野町東二５３３番地５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 8.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27902-3118-4 かわい歯科 〒761-2407 0877-86-6407河井　智紀 河井　智紀 平22. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     丸歯118 丸亀市綾歌町富熊２４４８番地３常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28002-3119-2 医療法人社団　育成会〒762-0082 0877-98-6804医療法人社団　育成会鈴木　浩次 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     丸歯119 　鈴木歯科クリニック丸亀市飯山町川原１０６８番地５常　勤:    4　理事長　鈴木　浩次 組織変更 矯歯 現存
     (歯       4) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28102-3120-0 なかつか歯科 〒763-0048 0877-58-0577医療法人社団なかつか中塚　智昭 平23. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     丸歯120 丸亀市幸町二丁目５番１３号 常　勤:    1歯科　理事長　中塚　 組織変更 現存
     (歯       1)智昭 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28202-3121-8 篠原歯科医院 〒763-0033 0877-24-2456岩本　義博 岩本　義博 平23. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     丸歯121 丸亀市中府町一丁目２番１５号 常　勤:    3 交代 歯外 現存
     (歯       3) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28302-3122-6 はっぴぃすまいる歯科〒762-0085 0877-89-0177松山　佐智子 松山　佐智子 平23. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     丸歯122 クリニック 丸亀市飯山町東小川１３０７番地常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28402-3123-4 丸亀ごうだ歯科医院 〒763-0082 0877-85-8787医療法人　歯っぴー　植木　匠 平24. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     丸歯123 丸亀市土器町東四丁目８５０ 常　勤:    2理事長　合田　大亮 新規 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28502-3125-9 おかだ歯科医院 〒763-0084 0877-21-0120岡田　豪 岡田　豪 平25. 6.15歯   小歯 診療所
     丸歯125 丸亀市飯野町東二甲２５５番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28602-3126-7 香川歯科医院 〒762-0084 0877-85-3663香川　良介 香川　良介 平26.10.14歯   診療所
     丸歯126 丸亀市飯山町上法軍寺９３１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28702-3127-5 ふるかわ歯科医院 〒763-0055 0877-21-1817古川　正道 古川　正道 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     丸歯127 丸亀市新田町字道上１１０番１０常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28802-3128-3 げんき歯科・矯正歯科〒763-0053 0877-85-8088渡辺　元気 渡辺　元気 平27. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     丸歯128 丸亀市金倉町１４３７番地１１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28902-3129-1 にししょう歯科クリニ〒763-0052 0877-35-8214西庄　佐智子 西庄　佐智子 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     丸歯129 ック 丸亀市津森町２３０番地１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29002-3130-9 あおいデンタルクリニ〒761-2406 0877-86-3900秋山　葵 秋山　葵 平27.10.10歯   小歯 矯歯診療所
     丸歯130 ック 丸亀市綾歌町栗熊東４８ー３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29102-3131-7 平田歯科医院 〒763-0043 0877-22-2758平田　昌邦 平田　昌邦 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     丸歯131 丸亀市通町１７４番地１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29202-3132-5 医療法人社団　ながや〒763-0095 0877-28-0418医療法人社団　ながや長山　将 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     丸歯132 ま歯科 丸亀市垂水町９１５番地４ 常　勤:    1ま歯科　理事長　長山 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)　将 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29302-3133-3 マハロ．デンタルクリ〒763-0072 0877-35-7039鶴野　由布子 鶴野　由布子 平30. 4.16歯   小歯 診療所
     丸歯133 ニック 丸亀市山北町道上４６５ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29403-3054-9 田中歯科医院 〒762-0043 0877-46-2607田中　昭夫 田中　昭夫 昭56. 3. 1歯   診療所
     坂歯54 坂出市寿町三丁目３番１８号 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29503-3058-0 森田歯科医院 〒762-0044 0877-46-2268森田　康弘 森田　康弘 昭59. 6. 1歯   小歯 診療所
     坂歯58 坂出市本町二丁目３番６号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29603-3061-4 井上歯科医院 〒762-0024 0877-48-0406井上　千恵子 井上　千恵子 昭60. 2. 1歯   診療所
     坂歯61 坂出市府中町６０５４番地３ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29703-3063-0 吉田歯科医院 〒762-0023 0877-48-3355吉田　良二 吉田　良二 昭62. 5. 8歯   小歯 矯歯診療所
     坂歯63 坂出市加茂町６２０番地２１ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29803-3064-8 八木歯科医院 〒762-0012 0877-47-1727八木　宏暢 八木　宏暢 平元. 6.28歯   小歯 診療所
     坂歯64 坂出市林田町３４９３番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29903-3068-9 医療法人社団　武部歯〒762-0031 0877-46-1800医療法人社団　武部歯武部　裕光 平 4. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     坂歯68 科医院 坂出市文京町一丁目２番１号 常　勤:    2科医院　理事長　武部 歯外 現存
     (歯       2)　裕光 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30003-3071-3 あゆむ歯科 〒762-0045 0877-46-4660綾　真一郎 綾　真一郎 平 5. 8. 2歯   診療所
     坂歯71 坂出市元町三丁目５番２４号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30103-3072-1 藤澤歯科医院 〒762-0032 0877-45-8415藤澤　重樹 藤澤　重樹 平 6. 7. 5歯   小歯 矯歯診療所
     坂歯72 坂出市駒止町一丁目５番５号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30203-3074-7 鎌田歯科医院 〒762-0025 0877-46-2580鎌田　浩二 鎌田　浩二 平 7.11.22歯   診療所
     坂歯74 坂出市川津町３２３５番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30303-3076-2 医療法人社団　尚誠会〒762-0038 0877-45-3526医療法人社団　尚誠会山地　誠治 平 8. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     坂歯76 　ホワイト歯科医院 坂出市笠指町１番５号 常　勤:    5　理事長　山地　誠治 他   現存
     (歯       4) 平29. 9. 1他：口腔外科
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30403-3077-0 口歯科医院 〒762-0024 0877-56-3000 口　豊 口　豊 平 9. 5. 5歯   小歯 診療所
     坂歯77 坂出市府中町１１３６番地１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 5. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30503-3078-8 細川歯科医院 〒762-0035 0877-46-1775細川　智弘 細川　智弘 平 9. 8.25歯   小歯 診療所
     坂歯78 坂出市池園町７番地２２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30603-3080-4 医療法人社団　綾坂歯〒762-0012 0877-47-4618医療法人社団　綾坂歯綾坂　則夫 平13. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     坂歯80 科医院 坂出市林田町８７５番地３ 常　勤:    1科医院　理事長　綾坂 組織変更 現存
     (歯       1)　則夫 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30703-3081-2 川西歯科医院 〒762-0045 0877-46-4892川西　賢作 川西　賢作 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     坂歯81 坂出市元町三丁目３番６号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30803-3083-8 あらきデンタルクリニ〒762-0007 0877-59-1184荒木　謙太郎 荒木　謙太郎 平16. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     坂歯83 ック 坂出市室町三丁目４番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30903-3086-1 みいけ歯科医院 〒762-0035 0877-46-1213三池　広治郎 三池　広治郎 平18. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     坂歯86 坂出市池園町６番７号 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31003-3091-1 おおさわ歯科医院 〒762-0025 0877-43-4343大澤　崇 大澤　崇 平22. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     坂歯91 坂出市川津町２６９８番地５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31103-3092-9 香西歯科医院 〒762-0012 0877-47-0357香西　秀紀 香西　秀紀 平22. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     坂歯92 坂出市林田町２７４番地１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
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  31203-3093-7 医療法人社団Ｈａｐｐ〒762-0001 0877-43-4618医療法人社団　Ｈａｐ上里　優 平22.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     坂歯93 ｙ＆Ｓｍｉｌｅ　ソフ坂出市京町一丁目６番２６号 常　勤:    2ｐｙ＆Ｓｍｉｌｅ　理 組織変更 現存
     ィア歯科クリニック (歯       2)事長　上里　優 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31303-3094-5 宮崎歯科医院 〒762-0045 0877-46-2478宮崎　芳樹 宮崎　芳樹 平23. 6. 1歯   診療所
     坂歯94 坂出市元町一丁目１０番２４号 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31403-3097-8 かねこ歯科 〒762-0012 0877-47-4150金子　剛 金子　剛 平23. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     坂歯97 坂出市林田町１７１２－３ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31503-3098-6 いぬい歯科えり矯正歯〒762-0011 0877-44-1181医療法人いぬい歯科　乾　光利 平24. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     坂歯98 科 坂出市江尻町４０９番地１ 常　勤:    2理事長　乾　光利 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31603-3100-0 医療法人社団ゆずか　〒762-0032 0877-45-3710医療法人社団　ゆずか上里　聡 平24.10. 1矯歯 小歯 歯  診療所
     坂歯100 こうざと矯正歯科クリ坂出市駒止町１丁目４－２ 常　勤:    2　理事長　上里　聡 組織変更 現存
     ニック (歯       2) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31703-3101-8 つたに歯科クリニック〒762-0044 0877-46-4180津谷　俊司 津谷　俊司 平25. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     坂歯101 坂出市本町三丁目５番２８号 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31803-3102-6 みどりの歯科医院 〒762-0043 0877-46-6480蔦川　裕来 蔦川　裕来 平25. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     坂歯102 坂出市寿町一丁目２番６号 常　勤:    3 移動 歯外 現存
     (歯       3) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31903-3103-4 あきやま歯科 〒762-0007 0877-43-3668医療法人社団Ｈａｐｐ秋山　高慶 平26. 4. 2歯   小歯 矯歯診療所
     坂歯103 坂出市室町一丁目２番２３号 常　勤:    2ｙ　Ｔｏｏｔｈ　理事 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)長　秋山　高慶 平26. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32003-3104-2 かがわ歯科医院 〒762-0003 0877-46-3715香川　雅俊 香川　雅俊 平26.11.21歯   診療所
     坂歯104 坂出市久米町一丁目１６番５号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26.11.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32103-3105-9 横山歯科医院 〒762-0041 0877-45-8119横山　泰平 横山　泰平 平28. 4. 2歯   小歯 歯外診療所
     坂歯105 坂出市八幡町三丁目６番２９号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32203-3106-7 山地歯科医院 〒762-0006 0877-45-9311山地　利恵 山地　利恵 平29. 3.10歯   小歯 歯外診療所
     坂歯106 坂出市旭町二丁目６番５０号 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平29. 3.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32303-3107-5 いわた歯科クリニック〒762-0006 0877-46-5026岩田　和久 岩田　和久 平29.11.18歯   小歯 矯歯診療所
     坂歯107 坂出市旭町１丁目１番１７号 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平29.11.18
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32404-3027-3 阿賀歯科医院 〒765-0011 0877-62-0391阿賀　崇晴 阿賀　崇晴 昭51. 3. 1歯   診療所
     善歯27 善通寺市上吉田町三丁目９番６号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32504-3029-9 氏家歯科診療所 〒765-0011 0877-63-0888氏家　一成 氏家　一成 昭55. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     善歯29 善通寺市上吉田町一丁目４番６号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32604-3035-6 高尾歯科医院 〒765-0011 0877-62-5000高尾　亮輔 高尾　亮輔 昭61.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     善歯35 善通寺市上吉田町八丁目４番４０常　勤:    1 歯外 現存
     号 (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32704-3039-8 ちよ歯科医院 〒765-0040 0877-62-0617三宅　久実男 三宅　久実男 昭63. 9. 1歯   診療所
     善歯39 善通寺市与北町１００５番地 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32804-3040-6 すぎ歯科医院 〒765-0073 0877-63-6480杉本　照幸 杉本　照幸 平 6.10. 3歯   小歯 診療所
     善歯40 善通寺市中村町１１９３番地５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32904-3041-4 医療法人　鈴木歯科医〒765-0011 0877-62-0273医療法人　鈴木歯科医鈴木　晴司 平 7. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     善歯41 院 善通寺市上吉田町三丁目５番６号常　勤:    2院　理事長　鈴木　晴 現存
     (歯       2)司 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33004-3042-2 山下歯科医院 〒765-0003 0877-62-0109山下　芳樹 山下　芳樹 平 8. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     善歯42 善通寺市善通寺町一丁目３番２２常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33104-3043-0 杉本歯科医院 〒765-0032 0877-62-3660杉本　多加誌 杉本　多加誌 平13. 5. 1歯   診療所
     善歯43 善通寺市原田町字土居１５５８番常　勤:    1 移動 現存
     地１ (歯       1) 平25. 5. 1
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  33204-3044-8 ミント歯科クリニック〒765-0031 0877-56-5141長田　みゆき 長田　みゆき 平13. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     善歯44 善通寺市金蔵寺町３９２番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33304-3046-3 鈴木歯科クリニック 〒765-0031 0877-63-3033鈴木　暁夫 鈴木　暁夫 平20. 4.20歯   矯歯 小歯診療所
     善歯46 善通寺市金蔵寺町７４４番３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33404-3047-1 金香歯科医院 〒765-0003 0877-62-0282金香　宏幸 金香　宏幸 平20.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     善歯47 善通寺市善通寺町二丁目６番６号常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33504-3048-9 千代歯科医院 〒765-0040 0877-62-0608千代　宏幸 千代　宏幸 平21.10. 1歯   診療所
     善歯48 善通寺市与北町１１１３ー１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33604-3049-7 向井歯科医院 〒765-0011 0877-35-8900向井　隆朗 向井　隆朗 平28. 1. 4歯   診療所
     善歯49 善通寺市上吉田町三丁目５番２１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33705-3027-0 多田歯科医院 〒768-0011 0875-25-3247多田　篤司 多田　篤司 昭54. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     観歯27 観音寺市出作町１１０８番地４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33805-3036-1 医療法人社団　耕寿会〒768-0072 0875-23-1181医療法人社団　耕寿会河田　耕治 平 2. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     観歯36 　河田歯科医院 観音寺市栄町一丁目２番１０号 常　勤:    2　理事長　河田　耕治 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33905-3038-7 ウキタ歯科医院 〒768-0060 0875-23-3123浮田　直人 浮田　直人 平 5. 6. 4歯   小歯 診療所
     観歯38 観音寺市観音寺町甲３０７８番地常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平29. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34005-3039-5 さいとう歯科医院 〒768-0052 0875-27-9328齋藤　謙治郎 齋藤　謙治郎 平 5.11. 1歯   小歯 診療所
     観歯39 観音寺市粟井町３９１番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34105-3042-9 とよしま歯科医院 〒768-0012 0875-24-5775豊嶋　洋一 豊嶋　洋一 平 9. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     観歯42 観音寺市植田町６０８番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34205-3044-5 野口歯科医院 〒768-0040 0875-25-3900野口　芳彰 野口　芳彰 平10. 6. 1歯   診療所
     観歯44 観音寺市柞田町乙１９４７番地１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
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  34305-3045-2 まきの歯科医院 〒768-0040 0875-23-2848牧野　武司 牧野　武司 平11. 4. 2歯   矯歯 小歯診療所
     観歯45 観音寺市柞田町乙２０９２番地１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34405-3046-0 大西ただし歯科クリニ〒768-0021 0875-57-5095大西　正 大西　正 平11.12.21歯   小歯 診療所
     観歯46 ック 観音寺市吉岡町５８７番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34505-3047-8 いその歯科クリニック〒768-0051 0875-57-1550礒野　潤子 礒野　潤子 平14. 1.21歯   小歯 矯歯診療所
     観歯47 観音寺市木之郷町字柿ノ町１１８常　勤:    1 新規 現存
     番地１ (歯       1) 平26. 1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34605-3050-2 ごうだ歯科医院 〒768-0052 0875-27-8199合田　和生 合田　和生 平15. 6. 1歯   小歯 診療所
     観歯50 観音寺市粟井町１１０６番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34705-3051-0 医療法人社団　タカシ〒768-0067 0875-24-4618医療法人社団　タカシ昌山　孝 平15.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     観歯51 歯科クリニック 観音寺市坂本町三丁目７番２１号常　勤:    2歯科クリニック　理事 組織変更 現存
     (歯       2)長　昌山　孝 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34805-3053-6 医療法人社団　高田歯〒768-0040 0875-23-2355医療法人社団　高田歯高田　慶信 平16. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     観歯53 科クリニック 観音寺市柞田町甲１０４１番地３常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (歯       2)　高田　慶信 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34905-3054-4 かもだ歯科医院 〒768-0067 0875-23-3020鴨田　保彦 鴨田　保彦 平16.10.13歯   矯歯 小歯診療所
     観歯54 観音寺市坂本町五丁目１９番３３常　勤:    2 新規 歯外 現存
     号 (歯       2) 平28.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35005-3059-3 漆川歯科医院 〒769-1611 0875-54-2077漆川　拓郎 漆川　拓郎 平15.12. 6歯   矯歯 小歯診療所
     観歯59 観音寺市大野原町大野原３８１６常　勤:    1 交代 現存
     番地１ (歯       1) 平27.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35105-3062-7 うすき歯科医院 〒769-1601 0875-52-6150臼杵　雅明 臼杵　雅明 平10.10.20歯   診療所
     観歯62 観音寺市豊浜町姫浜６５０番地１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平28.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35205-3064-3 小川歯科医院 〒769-1612 0875-54-5118小川　員弘 小川　員弘 平18. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     観歯64 観音寺市大野原町中姫２０４０番常　勤:    2 交代 現存
     地１ (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35305-3065-0 塩田歯科医院 〒768-0060 0875-25-3872塩田　聖子 塩田　聖子 平18. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     観歯65 観音寺市観音寺町甲３１３０番地常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     １ (歯       1) 平30. 2. 1
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  35405-3066-8 藤村歯科医院 〒769-1611 0875-54-2274藤村　英二 藤村　英二 平19. 1. 1歯   小歯 診療所
     観歯66 観音寺市大野原町大野原１３５６常　勤:    2 交代 現存
     番地１ (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35505-3067-6 しぶたに歯科医院 〒768-0031 0875-27-6404澁谷　拓也 澁谷　拓也 平20. 4. 8歯   小歯 歯外診療所
     観歯67 観音寺市池之尻町字黒島４６０－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平26. 4. 8
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35605-3071-8 豊永歯科クリニック 〒768-0021 0875-25-9664豊永　達洋 豊永　達洋 平23. 6. 1歯   診療所
     観歯71 観音寺市吉岡町１３番地５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35705-3072-6 医療法人　よしだ歯科〒768-0002 0875-25-8773医療法人　よしだ歯科吉田　頼太 平23.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     観歯72 クリニック 観音寺市高屋町５６２番地１号 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)吉田　頼太 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35805-3074-2 中島歯科医院 〒768-0060 0875-25-3069中島　秀和 中島　秀和 平25. 5. 1歯   小歯 診療所
     観歯74 観音寺市観音寺町甲２９４２－４常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35905-3075-9 医療法人　パール歯科〒768-0070 0875-25-8025医療法人　パール歯科眞城　久美子 平25. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     観歯75 クリニック 観音寺市南町五丁目５番７号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)眞城　久美子 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36005-3077-5 医療法人社団　あらき〒768-0040 0875-23-4182医療法人社団　あらき荒木　哲也 平26.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     観歯77 歯科クリニック 観音寺市柞田町乙２０１番地１ 常　勤:    1歯科クリニック　理事 組織変更 現存
     (歯       1)長　　荒木　哲也 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36105-3078-3 クロダ歯科医院 〒768-0069 0875-25-8348黒田　賢太郎 黒田　賢太郎 平26.11.22歯   小歯 歯外診療所
     観歯78 観音寺市茂木町３丁目４６６番５常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26.11.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36205-3079-1 久保歯科クリニック 〒769-1602 0875-52-2009医療法人栄豊会　理事久保　段 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     観歯79 観音寺市豊浜町和田浜８２１番地常　勤:    1長　久保　段 組織変更 現存
     １ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36305-3080-9 森歯科医院 〒768-0066 0875-25-2077森　雅美 森　雅美 平29. 8. 8歯   歯外 小歯診療所
     観歯80 観音寺市昭和町三丁目１－８ 常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 8. 8
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  36406-3004-7 高橋歯科医院 〒769-2101 087-894-3388高橋　伸次 高橋　伸次 昭59.12. 1歯   矯歯 診療所
     さ歯4 さぬき市志度６５６番地５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36506-3005-4 安部歯科医院 〒761-0901 0879-43-6093安部　嘉門 安部　嘉門 昭60. 9.24歯   小歯 診療所
     さ歯5 さぬき市大川町富田西３０１１番常　勤:    1 現存
     地１ (歯       1) 平24. 9.24
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36606-3006-2 おがわ歯科医院 〒769-2102 087-895-1122小川　元己 小川　元己 昭60.10.22歯   診療所
     さ歯6 さぬき市鴨庄２６４０番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36706-3007-0 河田歯科医院 〒769-2322 0879-43-2596為國　真理 為國　真理 平元. 9.26歯   診療所
     さ歯7 さぬき市寒川町石田西１０２１番常　勤:    1 現存
     地１ (歯       1) 平28. 9.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36806-3008-8 上枝歯科医院 〒769-2302 0879-52-6400上枝　高志 上枝　高志 平元.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     さ歯8 さぬき市長尾西６４９番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36906-3011-2 医療法人社団　中山歯〒769-2101 087-894-1160医療法人社団　中山歯中山　慎二 平 3. 4. 1歯   診療所
     さ歯11 科医院 さぬき市志度８９１番地７ 常　勤:    1科医院　理事長　中山 現存
     (歯       1)　慎二 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37006-3012-0 富田歯科医院 〒761-0902 0879-43-6636富田　秀伸 富田　秀伸 平 3. 6. 8歯   小歯 診療所
     さ歯12 さぬき市大川町富田中２１０３番常　勤:    1 現存
     地３ (歯       1) 平30. 6. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37106-3013-8 加地歯科医院 〒769-2101 087-894-8211加地　清直 加地　清直 平 6.10. 1歯   小歯 診療所
     さ歯13 さぬき市志度１９０４番地１６　常　勤:    1 現存
     ミツワビル２階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37206-3014-6 服部歯科医院 〒769-2312 0879-52-1118服部　啓吾 服部　啓吾 平 7. 1. 9歯   小歯 診療所
     さ歯14 さぬき市造田是弘７０８番地２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37306-3016-1 医療法人社団　油谷歯〒769-2401 0879-42-2213医療法人社団　油谷歯油谷　一裕 平 8. 8. 1歯   診療所
     さ歯16 科医院 さぬき市津田町津田１４５０番地常　勤:    1科医院　理事長　油谷 現存
     (歯       1)　一裕 平29. 8. 1
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  37406-3017-9 合田歯科医院 〒769-2401 0879-42-3318合田　耕太郎 合田　耕太郎 平 9. 3.24歯   矯歯 小歯診療所
     さ歯17 さぬき市津田町津田９２２番地２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3.24
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37506-3018-7 かねとう歯科 〒769-2302 0879-52-0118金籐　光浩 金籐　光浩 平 9. 4.18歯   矯歯 小歯診療所
     さ歯18 さぬき市長尾西１３７８番地５ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37606-3019-5 医療法人社団　安部歯〒769-2101 087-894-1161医療法人社団　安部歯桑島　大介 平 9.11. 1歯   小歯 診療所
     さ歯19 科医院 さぬき市志度６２５番地９ 常　勤:    1科医院　理事長　安部 現存
     (歯       1)　大輔 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37706-3020-3 さくら歯科クリニック〒769-2321 0879-43-1182眞鍋　雅春 眞鍋　雅春 平10. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     さ歯20 さぬき市寒川町石田東甲１３７５常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     番地 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37806-3021-1 水野歯科 〒761-0901 0879-43-1114水野　孝司 水野　孝司 平14. 8. 2歯   小歯 診療所
     さ歯21 さぬき市大川町富田西２８５４番常　勤:    1 新規 現存
     地７ (歯       1) 平26. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37906-3022-9 小西歯科医院 〒769-2323 0879-43-0068小西　法文 小西　法文 平15. 6. 1歯   小歯 診療所
     さ歯22 さぬき市寒川町神前２４３４番地常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38006-3023-7 医療法人社団　ハロー〒769-2101 087-894-8600医療法人社団　ハロー都倉　達生 平15.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     さ歯23 歯科クリニック さぬき市志度２２１４番地２１ 常　勤:    2歯科クリニック　理事 組織変更 現存
     (歯       2)長　都倉　達生 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38106-3024-5 医療法人社団　丸山歯〒769-2313 0879-52-6488医療法人社団　丸山歯丸山　秀男 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     さ歯24 科医院 さぬき市造田野間田７７３番地１常　勤:    1科医院　理事長　丸山 組織変更 現存
     (歯       1)　秀男 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38206-3025-2 かんざき歯科医院 〒769-2402 0879-42-4117神前　亘 神前　亘 平17. 2. 1歯   診療所
     さ歯25 さぬき市津田町鶴羽１１１番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
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  38306-3026-0 医療法人社団　阿部歯〒769-2301 0879-52-5633医療法人社団　阿部歯阿部　正信 平17. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     さ歯26 科医院 さぬき市長尾東９７０番地１ 常　勤:    1科医院　理事長　阿部 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)　正信 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38406-3027-8 佐藤歯科医院 〒769-2101 087-894-5566佐 　幹 佐 　幹 平24. 3. 1歯   診療所
     さ歯27 さぬき市志度１０１８ー３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38506-3029-4 やまだ歯科クリニック〒769-2101 087-899-8114医療法人社団　叶夢会山田　崇雅 平27. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     さ歯29 さぬき市志度２１４８番地１ 常　勤:    1　理事長　山田　崇雅 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38606-3030-2 たに歯科クリニック 〒769-2101 087-899-5891谷　健太 谷　健太 平28. 2.10歯   小歯 矯歯診療所
     さ歯30 さぬき市志度４１２７番地 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 2.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38706-3031-0 青田歯科 〒769-2101 087-894-2334青田　快雄 青田　快雄 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     さ歯31 さぬき市志度４１８番地５ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38807-3001-1 広瀬歯科医院 〒769-2515 0879-25-3452広瀬　剛治 広瀬　剛治 昭45.10. 1歯   診療所
     東歯1 東かがわ市町田６８０番地１ 常　勤:    2 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38907-3003-7 兼松歯科医院 〒769-2601 0879-25-3468兼松　一幸 兼松　一幸 昭52. 9. 1歯   診療所
     東歯3 東かがわ市三本松９８７番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39007-3004-5 大島歯科医院 〒769-2901 0879-33-5041大島　正登 大島　正登 昭54. 1. 5歯   診療所
     東歯4 東かがわ市引田２３３０番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39107-3006-0 川畑歯科医院 〒769-2602 0879-24-0145川畑　哲士 川畑　哲士 昭56.12. 1歯   診療所
     東歯6 東かがわ市川東５７番地１ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39207-3007-8 橋本歯科医院 〒769-2702 0879-25-4765橋本　正俊 橋本　正俊 昭58. 5. 1歯   診療所
     東歯7 東かがわ市松原６５番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39307-3008-6 伴歯科医院 〒769-2902 0879-33-6879伴　邦晃 伴　邦晃 昭61. 2. 3歯   診療所
     東歯8 東かがわ市馬宿４０８番地３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39407-3009-4 伊勢歯科医院 〒769-2601 0879-25-2738伊勢　明人 伊勢　明人 昭61. 4. 1歯   診療所
     東歯9 東かがわ市三本松７１７番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39507-3010-2 永峰歯科医院 〒769-2901 0879-33-6223永峰　伸一 永峰　伸一 平 2. 6. 5歯   小歯 歯外診療所
     東歯10 東かがわ市引田３５４番地８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 5
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39607-3011-0 佐藤歯科医院 〒769-2702 0879-25-7270佐藤　克己 佐藤　克己 平 5.11. 1歯   診療所
     東歯11 東かがわ市松原１０１２番地１３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39707-3012-8 医療法人社団　鎌田歯〒769-2701 0879-24-1958医療法人社団　鎌田歯鎌田　敏郎 平 6. 1. 1歯   小歯 診療所
     東歯12 科医院 東かがわ市湊１３９３番地１ 常　勤:    2科医院　理事長　鎌田 現存
     (歯       2)　敏郎 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39807-3013-6 みよし歯科医院 〒769-2515 0879-26-1184三好　憲裕 三好　憲裕 平 9. 4. 9歯   小歯 歯外診療所
     東歯13 東かがわ市町田７２６番地３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 9
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39907-3016-9 大山歯科医院 〒769-2901 0879-33-2037大山　満 大山　満 平15. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東歯16 東かがわ市引田２４７３番地 常　勤:    1 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40007-3017-7 谷口歯科医院 〒769-2604 0879-25-8550谷口　友浩 谷口　友浩 平23. 3.17歯   小歯 診療所
     東歯17 東かがわ市西村１４００番地１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40107-3018-5 とらまる歯科医院 〒769-2601 0879-25-8882角　健一郎 角　健一郎 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     東歯18 東かがわ市三本松１２７７番地５常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40207-3019-3 歯科しろとりごうだ 〒769-2705 0879-25-9666合田　純 合田　純 平30. 1. 1歯   診療所
     東歯19 東かがわ市白鳥８９番地１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
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  40308-3005-0 曽川歯科医院 〒769-1506 0875-62-2002曽川　修司 曽川　修司 昭57. 1. 1歯   矯歯 診療所
     み歯5 三豊市豊中町本山甲１３３４番地常　勤:    1 現存
     ４ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40408-3007-6 森川歯科医院 〒768-0103 0875-63-2968森川　則之 森川　則之 昭61.10. 6歯   診療所
     み歯7 三豊市山本町財田西６９８番地 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40508-3008-4 たくま歯科医院 〒767-0033 0875-73-5581琢磨　靖之 琢磨　靖之 昭62. 7.10歯   小歯 診療所
     み歯8 三豊市三野町吉津甲５１４番地６常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40608-3009-2 田中歯科医院 〒769-1406 0875-82-4780田中　大一朗 田中　大一朗 平 2. 2.15歯   小歯 診療所
     み歯9 三豊市仁尾町仁尾辛４５番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40708-3010-0 医療法人社団　英歯会〒769-1102 0875-83-6333医療法人社団　英歯会小林　英夫 平 2. 8. 1歯   小歯 診療所
     み歯10 小林歯科医院 三豊市詫間町松崎２７８０番地１常　勤:    2　理事長　小林　英夫 現存
     ６０ (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40808-3011-8 小野歯科医院 〒767-0002 0875-72-3888医療法人社団　泰公会小野　廣 平 5. 9. 1歯   歯外 矯歯診療所
     み歯11 三豊市高瀬町新名１０１８番地１常　勤:    2　理事長　小野　廣 小歯 現存
     ５ (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40908-3012-6 おおした歯科医院 〒769-1101 0875-83-7106大下　哲弥 大下　哲弥 平 6. 5. 7歯   診療所
     み歯12 三豊市詫間町詫間３９１２番地１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41008-3013-4 浪越歯科医院 〒769-1403 0875-82-5555浪越　建男 浪越　建男 平 6. 6. 4歯   小歯 矯歯診療所
     み歯13 三豊市仁尾町仁尾丙７２９番地１常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41108-3014-2 医療法人社団　篠丸歯〒767-0004 0875-72-3788医療法人社団　篠丸歯篠丸　哲也 平 8. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     み歯14 科医院 三豊市高瀬町比地２２６番地１ 常　勤:    3科医院　理事長　篠丸 現存
     (歯       3)　哲也 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41208-3015-9 しつかわ歯科医院 〒769-1101 0875-83-6480漆川　卓 漆川　卓 平 8. 2. 1歯   小歯 診療所
     み歯15 三豊市詫間町詫間６８０番地４５常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41308-3017-5 中西歯科医院 〒767-0011 0875-72-6057中西　誠 中西　誠 平 9. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     み歯17 三豊市高瀬町下勝間２１８５番地常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41408-3018-3 つづき歯科医院 〒767-0002 0875-72-5240續木　愛子 續木　愛子 平 9.11.10歯   小歯 診療所
     み歯18 三豊市高瀬町新名７７１番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41508-3020-9 みやざき歯科医院 〒769-1101 0875-83-7222宮嵜　信男 宮嵜　信男 平11. 5. 6歯   小歯 診療所
     み歯20 三豊市詫間町詫間６７８４番地２常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41608-3021-7 医療法人社団　まなべ〒769-1502 0875-62-6480医療法人社団　まなべ眞鍋　悟 平12. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     み歯21 歯科医院 三豊市豊中町笠田笠岡３０６２番常　勤:    1歯科医院　理事長　眞 組織変更 歯外 現存
     地４ (歯       1)鍋　悟 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41708-3023-3 医療法人　優心会　豊〒769-1502 0875-62-6688医療法人　優心会　理腰替　勇一郎 平15. 6. 2歯   診療所
     み歯23 中大塚歯科医院 三豊市豊中町笠田笠岡３０３１番常　勤:    1事長　大塚　秀人 新規 現存
     地４笠田ハイツ (歯       1) 平27. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41808-3024-1 ただ歯科医院 〒767-0032 0875-56-2762多田　淳 多田　淳 平16.10. 1歯   小歯 診療所
     み歯24 三豊市三野町下高瀬１９３８番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41908-3026-6 三宅歯科医院 〒768-0103 0875-63-8500三宅　浩昭 三宅　浩昭 平19. 4. 4歯   小歯 矯歯診療所
     み歯26 三豊市山本町財田西３１５番地 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42008-3027-4 医療法人社団　はまだ〒769-1501 0875-62-3500医療法人社団　はまだ浜田　浩志 平22.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     み歯27 歯科・矯正クリニック三豊市豊中町比地大２６２４番地常　勤:    1歯科・矯正クリニック 組織変更 現存
     ６ (歯       1)　理事長　浜田　浩志 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42108-3029-0 医療法人社団蕗弘会　〒767-0012 0875-72-2152医療法人社団蕗弘会　中村　英輔 平28. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     み歯29 おとな　こども歯科ク三豊市高瀬町上勝間１６６６番地常　勤:    2理事長　安藤　弘 新規 歯外 現存
     リニック １ (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42208-3030-8 しらい歯科クリニック〒767-0031 0875-72-5237医療法人しらい歯科ク白井　彰人 平29. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     み歯30 三豊市三野町大見甲３８５７番地常　勤:    3リニック　理事長　白 組織変更 現存
     １ (歯       3)井　彰人 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  42308-3031-6 久保歯科医院 〒769-1504 0875-62-2221久保　大樹 久保　大樹 平30. 3.10歯   小歯 診療所
     み歯31 三豊市豊中町上高野３９１３ー１常　勤:    2 その他 現存
     (歯       2) 平30. 3.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42412-3041-7 高橋歯科医院 〒761-4102 0879-62-1605高橋　清 高橋　清 昭61. 8. 1歯   診療所
     小歯41 小豆郡土庄町甲５１６５番地５０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42512-3047-4 松本歯科医院 〒761-4101 0879-62-0277松本　雅幸 松本　雅幸 平元. 8. 1歯   診療所
     小歯47 小豆郡土庄町甲５４９番地８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42612-3048-2 医療法人社団　イマウ〒761-4121 0879-62-5218医療法人社団　イマウ今上　茂樹 平 4. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     小歯48 エ歯科クリニック 小豆郡土庄町渕崎甲２０５２番地常　勤:    1エ歯科クリニック　理 歯外 現存
     １ (歯       1)事長　今上　茂樹 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42712-3050-8 医療法人社団　炭山歯〒761-4426 0879-82-0174医療法人社団　炭山歯炭山　英樹 平 5. 2. 1歯   診療所
     小歯50 科医院 小豆郡小豆島町馬木甲９１３番地常　勤:    1科医院　理事長　炭山 現存
     １ (歯       1)　英樹 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42812-3051-6 出歯科医院 〒761-4432 0879-82-0204 出　誠 出　誠 平 7. 3. 3歯   小歯 診療所
     小歯51 小豆郡小豆島町草壁本町５０７番常　勤:    2 現存
     地２ (歯       2) 平28. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42912-3052-4 はらだ歯科医院 〒761-4106 0879-61-1180原田　博司 原田　博司 平11. 9. 8歯   小歯 診療所
     小歯52 小豆郡土庄町甲１１７２番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43012-3053-2 ふじい歯科クリニック〒761-4301 0879-75-2710藤井　久俊 藤井　久俊 平15. 5. 1歯   診療所
     小歯53 小豆郡小豆島町池田３３２３番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43112-3054-0 岡田歯科 〒761-4301 0879-75-2525岡田　道男 岡田　道男 平15. 6. 1歯   小歯 診療所
     小歯54 小豆郡小豆島町池田１０１１番地常　勤:    2 新規 現存
     １０ (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43212-3055-7 アイデンタルクリニッ〒761-4431 0879-82-0220横手　愛 横手　愛 平16. 2. 1歯   小歯 診療所
     小歯55 ク 小豆郡小豆島町片城甲４４番地１常　勤:    1 新規 現存
     ３９ (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43312-3056-5 あきた歯科医院 〒761-4431 0879-82-0018秋田　顕 秋田　顕 平17. 3. 9歯   診療所
     小歯56 小豆郡小豆島町片城甲１６１番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 3. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43412-3057-3 てしまオリーブ歯科診〒761-4661 0879-68-2177公益社団法人香川県歯牧野　武司 平21. 4. 1歯   診療所
     小歯57 療所 小豆郡土庄町豊島家浦２０１２番常　勤:    8科医師会　会長　豊嶋 新規 現存
     地 (歯       8)　健治 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43513-3028-2 桑村歯科医院 〒761-0702 087-898-5584桑村　肇 桑村　肇 昭54. 8. 1歯   歯外 診療所
     木歯28 木田郡三木町平木１５７番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43613-3035-7 十川歯科診療所 〒761-0612 087-898-6121十川　和彦 十川　和彦 昭58. 7.27歯   小歯 矯歯診療所
     木歯35 木田郡三木町大字氷上４番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43713-3036-5 岡沢歯科医院 〒761-0611 087-898-2200岡澤　昭宏 岡澤　昭宏 昭58. 8. 1歯   診療所
     木歯36 木田郡三木町大字田中３７４４番常　勤:    1 現存
     地２ (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43813-3045-6 畠歯科医院 〒761-0611 087-891-0111畠　康幸 畠　康幸 平 4. 3.27歯   小歯 診療所
     木歯45 木田郡三木町大字田中８６番地１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43913-3046-4 医療法人社団　審美会〒761-0701 087-898-3300医療法人社団審美会　森　仁志 平 4. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     木歯46 　もり歯科矯正歯科医木田郡三木町大字池戸３２６７番常　勤:    1理事長　森　仁志 歯外 現存
     院 地４ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44013-3049-8 医療法人社団　蓮成会〒761-0704 087-898-6448医療法人社団　蓮成会蓮井　義則 平 6. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     木歯49 　蓮井歯科ファミリー木田郡三木町大字下高岡６９３番常　勤:    3　理事長　蓮井　義則 矯歯 現存
     クリニック 地１ (歯       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44113-3052-2 山田歯科医院 〒761-0701 087-898-2244山田　秀児 山田　秀児 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     木歯52 木田郡三木町池戸３３９２番地７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
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  44213-3056-3 医療法人社団　ささき〒761-0823 087-891-0888医療法人社団　ささき佐々木　浩司 平15.10. 1歯   診療所
     木歯56 歯科医院 木田郡三木町大字井戸２５７９番常　勤:    1歯科医院　理事長　佐 組織変更 現存
     地６ (歯       1)々木　浩司 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44313-3057-1 あいあい歯科 〒761-0612 087-808-7676仁科　健二 仁科　健二 平17. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     木歯57 木田郡三木町大字氷上３９９番地 移動 現存
     １ 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44413-3058-9 あやの歯科医院 〒761-0701 087-816-3718綾野　伸吾 綾野　伸吾 平23. 1. 9歯   小歯 診療所
     木歯58 木田郡三木町池戸２１８６番地１常　勤:    2 新規 休止
     (歯       2) 平29. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44513-3059-7 阿部歯科医院 〒761-0701 087-898-0145医療法人社団　健樹会阿部　直樹 平28.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     木歯59 木田郡三木町池戸２８７８番地 常　勤:    2　理事長　阿部　直樹 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44614-3019-9 安田歯科医院 〒761-3110 087-892-2828安田　眞 安田　眞 平 7. 2. 1歯   診療所
     香歯19 香川郡直島町３６９５番地１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44715-3024-6 尾﨑歯科医院 〒769-0200 0877-49-3111尾﨑　俊夫 尾﨑　俊夫 昭58. 2. 1歯   診療所
     綾歯24 綾歌郡宇多津町９５４番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44815-3028-7 浜﨑歯科医院 〒761-2101 087-877-2211浜﨑　一郎 浜﨑　一郎 昭58.10. 8歯   診療所
     綾歯28 綾歌郡綾川町畑田８１２番地１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44915-3029-5 高橋歯科医院 〒761-2305 087-876-1666高橋　彰子 高橋　彰子 昭61. 8.20歯   矯歯 診療所
     綾歯29 綾歌郡綾川町滝宮５７０番地８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45015-3032-9 森田歯科医院 〒769-0213 0877-49-6549森田　敏弘 森田　敏弘 平 3. 3.27歯   診療所
     綾歯32 綾歌郡宇多津町大字東分２３０番常　勤:    1 現存
     地３ (歯       1) 平30. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45115-3035-2 竹内歯科医院 〒769-0204 0877-49-6666竹内　敏彦 竹内　敏彦 平 3.10. 1歯   診療所
     綾歯35 綾歌郡宇多津町浜四番丁４６番６常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  45215-3041-0 さかい歯科医院 〒769-0209 0877-41-0333堺　一智 堺　一智 平11. 1.12歯   小歯 診療所
     綾歯41 綾歌郡宇多津町浜九番丁１４２番常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平29. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45315-3045-1 医療法人社団　綾上歯〒761-2204 087-878-2036医療法人社団　綾上歯下川　洋介 平13. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     綾歯45 科診療所 綾歌郡綾川町山田下３３３４番地常　勤:    1科診療所　理事長　下 組織変更 現存
     ２ (歯       1)川　洋介 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45415-3050-1 ふくい歯科医院 〒761-2304 087-876-5433福井　隆夫 福井　隆夫 平19. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     綾歯50 綾歌郡綾川町萱原８０７番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45515-3052-7 ぱーるしかいいん 〒761-2304 087-876-8766藤本　千代 藤本　千代 平20. 7.18歯   小歯 診療所
     綾歯52 綾歌郡綾川町萱原８２２番地１イ常　勤:    1 新規 現存
     オンモール綾川２Ｆ (歯       1) 平26. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45615-3054-3 医療法人社団　にこに〒761-2103 087-876-3121医療法人社団にこにこ中條　貴博 平23. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     綾歯54 こ歯科 綾歌郡綾川町陶４１７８番地２ 常　勤:    1歯科　理事長　中條　 組織変更 現存
     (歯       1)貴博 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45715-3055-0 医療法人社団　博光会〒761-2103 087-876-0324医療法人社団　博光会笠井　博恵 平24. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     綾歯55 　かさいデンタルクリ綾歌郡綾川町陶５８７０番地２ 常　勤:    2　理事長　笠井　博恵 組織変更 歯外 現存
     ニック (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45815-3056-8 じょう歯科医院 〒769-0210 0877-49-6480篠原　丈介 篠原　丈介 平24. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     綾歯56 綾歌郡宇多津町１８３１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45915-3057-6 ごうだらいおん歯科 〒769-0202 0877-56-7766医療法人歯っぴー　理吉積　美幸 平27.10.23歯   小歯 歯外診療所
     綾歯57 綾歌郡宇多津町浜二番丁１６イオ常　勤:    1事長　合田　大亮 新規 現存
     ンタウン宇多津２Ｆ (歯       1) 平27.10.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46015-3058-4 ごうだおとなこども歯〒769-0206 0877-41-1711医療法人　歯っぴー　合田　大亮 平29.11.13歯   小歯 矯歯診療所
     綾歯58 科 綾歌郡宇多津町浜六番丁８２番地常　勤:    5理事長　合田　大亮 移動 歯外 現存
     ３ (歯       5) 平29.11.13
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46116-3028-5 岩山歯科医院 〒766-0021 0877-75-0409岩山　準 岩山　準 昭54. 4. 1歯   小歯 診療所
     仲歯28 仲多度郡まんのう町四條４１６番常　勤:    2 現存
     地３ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46216-3033-5 うつみ歯科医院 〒766-0004 0877-75-4182内海　努 内海　努 昭58. 6. 1歯   診療所
     仲歯33 仲多度郡琴平町榎井６９番地３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46316-3038-4 たかぎ歯科医院 〒764-0028 0877-32-3210高木　敏朗 高木　敏朗 平元. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仲歯38 仲多度郡多度津町大字葛原６５７常　勤:    1 現存
     番地 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46416-3039-2 医療法人社団　秋桜会〒764-0003 0877-32-6480医療法人社団　秋桜会木谷　光輔 平 3. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仲歯39 　木谷歯科医院 仲多度郡多度津町元町４番６号 常　勤:    2　理事長　木谷　光輔 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46516-3040-0 多田歯科医院 〒766-0023 0877-79-3781多田　正則 多田　正則 平 4. 4.11歯   診療所
     仲歯40 仲多度郡まんのう町吉野１０８２常　勤:    1 現存
     番地１ (歯       1) 平28. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46616-3041-8 医療法人　山本歯科医〒764-0031 0877-32-2255医療法人　山本歯科医山本　秀樹 平 5. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仲歯41 院 仲多度郡多度津町庄６８８番地７常　勤:    1院　理事長　山本　秀 現存
     (歯       1)樹 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46716-3042-6 香川歯科医院 〒766-0004 0877-75-2311香川　博 香川　博 平 6. 1. 1歯   診療所
     仲歯42 仲多度郡琴平町榎井６１４番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46816-3044-2 嶋田歯科医院 〒766-0006 0877-75-4172嶋田　安孝 嶋田　安孝 平 6. 4.13歯   診療所
     仲歯44 仲多度郡琴平町上櫛梨１４６３番常　勤:    1 現存
     地９ (歯       1) 平30. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46916-3045-9 西川歯科医院 〒764-0011 0877-33-3601西川　健雄 西川　健雄 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     仲歯45 仲多度郡多度津町栄町二丁目１番常　勤:    1 新規 休止
     ４９号 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47016-3047-5 まちのはいしゃ 〒764-0014 0877-32-3366詫間　隆弘 詫間　隆弘 平15. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仲歯47 仲多度郡多度津町本通３丁目２番常　勤:    2 新規 現存
     １２ー１号 (歯       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47116-3049-1 前田歯科医院 〒766-0002 0877-75-3873前田　和也 前田　和也 平16. 1. 1歯   診療所
     仲歯49 仲多度郡琴平町１９８番地 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47216-3051-7 眞室歯科医院 〒766-0023 0877-79-1418眞室　正芳 眞室　正芳 平17. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仲歯51 仲多度郡まんのう町吉野２６６８常　勤:    1 新規 歯外 現存
     番地３ (歯       1) 平29. 4. 1
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  47316-3053-3 さくら歯科医院 〒764-0022 0877-32-1182医療法人社団　さくら山岡　林造 平19. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     仲歯53 仲多度郡多度津町北鴨二丁目１０常　勤:    2健美会　理事長　山岡 組織変更 現存
     番１号イオンタウン多度津内 (歯       2)　林造 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47416-3054-1 島田歯科診療所 〒764-0005 0877-32-2772島田　聡之 島田　聡之 平19. 3. 1歯   診療所
     仲歯54 仲多度郡多度津町大通り４番地１常　勤:    1 交代 現存
     ９ (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47516-3055-8 おくの歯科・矯正歯科〒764-0028 0877-33-0955奥野　進 奥野　進 平20. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     仲歯55 クリニック 仲多度郡多度津町葛原８１１番１常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47616-3056-6 医療法人社団　尚和会〒766-0004 0877-75-3497医療法人社団　尚和会塩田　康博 平21. 9.24歯   小歯 矯歯診療所
     仲歯56 　塩田歯科医院 仲多度郡琴平町榎井８１７番地１常　勤:    1　理事長　塩田　康博 移動 現存
     ７ (歯       1) 平27. 9.24
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47716-3057-4 かわむら歯科医院 〒766-0021 0877-75-6480河村　朋之 河村　朋之 平24. 5.14歯   小歯 歯外診療所
     仲歯57 仲多度郡まんのう町四条字福家下常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     所１７９ (歯       1) 平30. 5.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47816-3058-2 医療法人社団　平田歯〒766-0017 0877-79-2113医療法人社団　平田歯平田　純 平25.11. 4歯   矯歯 小歯診療所
     仲歯58 科医院 仲多度郡まんのう町炭所西７７１常　勤:    1科医院　理事長　平田 移動 歯外 現存
     (歯       1)　純 平25.11. 4
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47970-3160-3 まんのう町国民健康保〒766-0201 0877-85-2288まんのう町長　栗田　木村　年秀 平18. 3.20歯   診療所
     特歯160 険　造田歯科診療所 仲多度郡まんのう町造田１９７４常　勤:    1隆義 交代 現存
     番地１ (歯       1) 平30. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


