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    101-30023 大塚歯科 〒770-0842 088-623-2105医療法人大塚歯科　理大塚　由朗 昭48. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市通町２丁目１４－１ 常　勤:    2事長　大塚　由朗 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-30049 県歯科医師会口腔保健〒770-0003 088-631-3977一般社団法人徳島県歯森　秀司 昭61. 4. 1歯   診療所
     センター心身障害者歯徳島市北田宮一丁目８番６５号 常　勤:    1科医師会　会長　森　 現存
     科診療所 (歯       1)秀司 平28. 4. 1
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-30056 徳島市歯科医師会休日〒770-0003 088-631-3977一般社団法人徳島県歯斎賀　明彦 昭61. 4. 1歯   診療所
     救急等診療所 徳島市北田宮一丁目８番６５号 常　勤:    1科医師会　会長　森　 現存
     (歯       1)秀司 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-30064 糸田川歯科医院 〒770-0042 088-631-7487医療法人糸田川歯科医糸田川　徳則 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     徳島市蔵本町１丁目２５番地の５常　勤:    1院　理事長　糸田川　 現存
     (歯       1)徳則 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-30080 さくら歯科クリニック〒770-8074 088-668-5575医療法人コスモス会　石川　七生 平元.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     徳島市八万町下福万１３９番地１常　勤:    1理事長　石川　七生 現存
     ６ (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-30098 いない歯科医院 〒770-0052 088-631-6400医療法人いない歯科医稲飯　徳之 平元.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     徳島市中島田町２丁目３１－５ 常　勤:    1院　理事長　稲飯　徳 現存
     (歯       1)之 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-30106 湯浅歯科医院 〒779-3118 088-642-0418医療法人湯浅歯科医院湯浅　章 平元.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     徳島市国府町井戸字前野４０ 常　勤:    1　理事長　湯浅　章 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-30114 早雲歯科医院 〒770-0006 088-632-1211医療法人早雲歯科医院早雲　講二 平元.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市北矢三町２丁目２番４号 常　勤:    1　理事長　早雲　講二 歯外 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    901-30122 勝瀬歯科医院 〒770-0851 088-654-5580医療法人勝瀬歯科医院勝瀬　秀秋 平 2. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市徳島町城内６－８３ 常　勤:    3　理事長　勝瀬　秀秋 他   現存
     (歯       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-30130 岡歯科クリニック 〒770-8002 088-662-5789医療法人岡歯科クリニ山本　道子 平 2.12.10歯   小歯 診療所
     徳島市津田町４丁目１番３６号 常　勤:    1ック　理事長　山本　 現存
     (歯       1)道子 平29.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-30148 小笠歯科診療所 〒770-0835 088-622-2841医療法人小笠歯科診療小笠　復夫 平 3. 1. 1歯   歯外 診療所
     徳島市藍場町１丁目３２番地 常　勤:    1所　理事長　小笠　復 現存
     (歯       1)夫 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201-30163 大西歯科 〒779-3122 088-642-1339医療法人喜峯会　理事大西　和久 平 3.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     徳島市国府町府中７２番地の１ 常　勤:    2長　大西　和久 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-30189 井川歯科医院 〒770-0003 088-632-8225医療法人井川歯科医院井川　雅典 平 4. 4. 1歯   診療所
     徳島市北田宮二丁目３番６号 常　勤:    3　理事長　井川　雅典 現存
     (歯       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       3)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-30213 四国セント歯科 〒770-8023 088-669-0101医療法人親和会　理事川人　貴子 平 4. 4.13歯外 矯歯 小歯診療所
     徳島市勝占町外敷地１６－３６ 常　勤:    2長　神原　常道 歯   現存
     (歯       2) 平28. 4.13
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-30221 サイカ歯科医院 〒770-0022 088-654-6747医療法人サイカ歯科医淺原　洋士 平 4.10. 1歯   診療所
     徳島市佐古二番町８番８号 常　勤:    1院　理事長　淺原　洋 現存
     (歯       1)士 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-30239 尾形歯科 〒770-8063 088-625-1581医療法人尾形歯科　理尾形　清孝 平 5. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市南二軒屋町２丁目３番２５常　勤:    2事長　尾形　清孝 現存
     号 (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-30247 小倉歯科診療所 〒770-0047 088-633-2388医療法人小倉歯科診療小倉　賢嗣 平 4.12.15歯   小歯 歯外診療所
     徳島市名東町１丁目２４０番１ 常　勤:    1所　理事長　小倉　賢 現存
     (歯       1)嗣 平28.12.15
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   1801-30254 益田歯科医院 〒770-8024 088-669-2567医療法人益田歯科医院益田　忠幸 平 5. 7. 1歯   小歯 診療所
     徳島市西須賀町下中須１３番地の常　勤:    2　理事長　益田　忠幸 現存
     ４８ (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-30262 浜口歯科 〒770-0928 088-623-8148医療法人浜口歯科　理濱口　順弘 平 5. 7. 1歯   診療所
     徳島市二軒屋町１丁目２６番地 常　勤:    2事長　濱口　順弘 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001-30288 青木歯科医院 〒770-0903 088-623-6200医療法人青木歯科医院青木　祥輔 平 7. 1. 1歯   診療所
     徳島市西大工町５丁目１３番地の常　勤:    1　理事長　青木　祥輔 現存
     １ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101-30296 島歯科医院 〒770-0863 088-623-6909医療法人島歯科医院　島　政雄 平 7.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市安宅１丁目１０番２８号 常　勤:    1理事長　島　政雄 歯外 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201-30304 老人保健施設等巡回歯〒770-0003 088-631-3977一般社団法人徳島県歯森　秀司 平 8.11. 1歯   診療所
     科診療所 徳島市北田宮１丁目８番６５号 常　勤:    1科医師会　会長　森　 新規 現存
     (歯       1)秀司 平29.11. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-30320 しみず歯科医院 〒771-0131 088-665-0088医療法人　しみず歯科清水　俊也 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     徳島市川内町大松７９７－４ 常　勤:    2医院　理事長　清水　 組織変更 現存
     (歯       2)俊也 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-30338 今山歯科 〒770-0868 088-655-6543医療法人　今山歯科　今山　雅史 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     徳島市福島一丁目４番８号 常　勤:    2理事長　今山　雅史 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-30361 カンガルー歯科 〒779-3112 088-642-8834医療法人　カンガルー菊地　賢司 平12.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市国府町芝原字天満１６番地常　勤:    2歯科　理事長　菊地　 組織変更 現存
     の５ (歯       2)賢司 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-30379 仁歯科 〒770-0024 088-602-0808医療法人　仁生会　理岡島　仁也 平13. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市佐古四番町６番８－２号 常　勤:    1事長　岡島　立也 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-30387 こもだ歯科医院 〒770-0004 088-632-4122医療法人こもだ歯科医薦田　淳司 平13.11. 1歯   小歯 診療所
     徳島市南田宮４丁目４番４４号ラ常　勤:    1院　理事長　薦田　淳 組織変更 現存
     ベンダーハイツ１０１号 (歯       1)司 平25.11. 1
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   2801-30403 すずき歯科 〒770-0861 088-652-5552医療法人すずき歯科　鈴木　温 平15. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市住吉２丁目１番１０号 常　勤:    2理事長　鈴木　温 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-30429 富塚歯科 〒770-0841 088-625-8688医療法人富塚歯科　理富塚　正敏 平16. 5. 1歯   矯歯 歯外診療所
     徳島市八百屋町２丁目１２番地 常　勤:    1事長　富塚　正敏 移動 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-30437 横山歯科医院 〒770-0027 088-653-2429医療法人横山歯科医院池本　隆司 平16. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市佐古七番町２－２６ 常　勤:    2　理事長　池本　隆司 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101-30452 エス・デンタルクリニ〒771-0117 088-666-0465医療法人　エス・デン篠原　啓之 平16.11. 1歯   矯歯 診療所
     ック 徳島市川内町鶴島１７３－５セイ常　勤:    1タルクリニック　理事 組織変更 現存
     ワビル５Ｆ (歯       1)長　篠原　啓之 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201-30478 中川歯科医院 〒779-3122 088-642-8214医療法人萌愛会　理事中川　紳二郎 平18.11. 1歯   小歯 診療所
     徳島市国府町府中字市ノ窪５８０常　勤:    1長　中川　紳二郎 組織変更 現存
     番地１ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301-30486 川上矯正歯科クリニッ〒770-0012 088-633-8811医療法人川上矯正歯科川上　慎吾 平19. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 徳島市北佐古二番町１番１５－２常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 歯外 現存
     号 (歯       1)川上　慎吾 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401-30494 三木照久歯科 〒770-0046 088-633-6767医療法人三木達医院　三木　照久 平19. 6.15歯   小歯 歯外診療所
     徳島市鮎喰町１丁目１５番地１０常　勤:    2理事長　三木　達 新規 現存
     (歯       2) 平25. 6.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501-30502 やまざき歯科医院 〒770-0004 088-634-3883医療法人やまざき歯科山﨑　敏雄 平20.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市南田宮２丁目７番２４号 常　勤:    2医院　理事長　山﨑　 組織変更 現存
     (歯       2)敏雄 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601-30510 カマタ歯科クリニック〒770-0917 088-652-9785医療法人カマタ歯科ク鎌田　賢介 平22. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市両国橋５番地の２ 常　勤:    3リニック　理事長　鎌 組織変更 現存
     (歯       3)田　賢介 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3701-31294 弘田歯科診療所 〒770-0943 088-652-1498弘田　克一 弘田　克一 昭38. 4. 1歯   診療所
     徳島市中昭和町３丁目１２ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-31534 武市歯科医院 〒770-0936 0886-52-9663武市　収古 武市　収古 昭59. 4.24歯   診療所
     徳島市中央通１丁目２０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-31559 三原歯科医院 〒770-0934 088-622-1089三原　正路 三原　正路 昭45. 5.15歯   診療所
     徳島市秋田町３丁目１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-31641 村田歯科医院 〒770-0042 088-631-0380村田　和彦 村田　和彦 昭47. 6.26歯   診療所
     徳島市蔵本町１丁目１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-31740 折原歯科医院 〒770-0024 088-622-6052折原　佳実 折原　佳実 昭49. 7.17歯   診療所
     徳島市佐古４番町５番２２号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201-31799 日浦歯科医院 〒770-0934 088-626-2005日浦　透 日浦　透 昭51. 5. 1歯   診療所
     徳島市秋田町３丁目１８番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301-31815 宇山歯科 〒770-0861 088-653-6722宇山　孝英 宇山　孝英 昭56. 4. 1歯   診療所
     徳島市住吉６丁目１番８号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-31898 宮田歯科医院 〒770-0911 088-623-5821宮田　明徳 宮田　明徳 昭52. 9.19歯   小歯 診療所
     徳島市東船場町２丁目２１－２阿常　勤:    1 現存
     波銀住友生命ビル４階 (歯       1) 平28. 9.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501-31922 住友歯科医院 〒770-0939 088-622-3351住友　武 住友　武 昭53. 3. 1歯   診療所
     徳島市かちどき橋１丁目６０－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601-31930 土内歯科医院 〒770-0846 088-626-0667土内　省市 土内　省市 昭53. 3.20歯   診療所
     徳島市南内町３丁目７高木ビル２常　勤:    1 現存
     Ｆ (歯       1) 平29. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4701-32011 松村歯科医院 〒770-0833 088-625-5133松村　俊幸 松村　俊幸 昭53.12.15歯   診療所
     徳島市一番町３丁目１８番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801-32029 兼松歯科医院 〒770-0847 088-652-4623兼松　博邦 兼松　博邦 昭54. 4. 1歯   診療所
     徳島市幸町３丁目４３番地 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901-32037 盛デンタルオフィス 〒779-3121 088-642-5510盛　徹 盛　徹 昭54. 6. 4歯   診療所
     徳島市国府町和田字居内２７番地常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-32045 猪子歯科医院 〒770-0939 088-625-0035猪子　壽次 猪子　壽次 昭54. 6. 8歯   小歯 矯歯診療所
     徳島市かちどき橋２丁目２７－１常　勤:    1 歯外 現存
     佐藤ビル２Ｆ・３Ｆ (歯       1) 平30. 6. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101-32060 藤島歯科医院 〒770-8002 088-662-4333藤島　二郎 藤島　二郎 昭54. 7.15歯   診療所
     徳島市津田町４丁目１の６４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201-32078 中田歯科医院 〒771-0130 088-665-4565中田　賀朗 中田　賀朗 昭54. 8. 1歯   診療所
     徳島市川内町加賀須野４６０番５常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301-32094 井上歯科診療所 〒770-0944 088-623-6474井上　秀人 井上　秀人 昭54.11. 4歯   小歯 歯外診療所
     徳島市南昭和町５丁目６１番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 4
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-32110 岡歯科医院 〒770-0004 088-623-8049岡　重徳 岡　重徳 昭60. 3. 4歯   診療所
     徳島市南田宮１丁目５－４８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501-32128 ナカ歯科医院 〒770-0854 088-626-1232仲　正敬 仲　正敬 昭55. 3. 8歯   診療所
     徳島市徳島本町３丁目１３大西ビ常　勤:    1 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平28. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601-32219 三好歯科 〒779-3112 088-642-6474三好　繁利 三好　繁利 昭55.11. 4歯   診療所
     徳島市国府町芝原字天神屋敷８６常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平28.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5701-32300 島田歯科医院 〒770-0835 088-652-6931島田　啓二 島田　啓二 昭56. 5.18歯   診療所
     徳島市藍場町２丁目５番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801-32425 岡崎歯科医院 〒770-8064 088-653-1373岡崎　敏明 岡崎　敏明 昭57. 7. 5歯   診療所
     徳島市城南町２丁目２－８５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901-32474 尾形歯科 〒770-0847 088-621-3338尾形　憲子 尾形　憲子 昭58. 4. 1歯   小歯 診療所
     徳島市幸町３丁目５５番地自治会常　勤:    2 現存
     館１階 (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001-32516 高田歯科医院 〒770-0044 088-632-6480高田　健司 高田　健司 昭58. 6.17歯   診療所
     徳島市庄町３丁目２１の３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101-32557 明神歯科医院 〒770-0938 088-654-9350古田　文昭 古田　文昭 昭58.11.15歯   診療所
     徳島市明神町６丁目３０－１１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201-32581 大北歯科医院 〒770-8079 088-668-1166大北　和夫 大北　和夫 昭59. 7.10歯   診療所
     徳島市八万町大坪９９－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301-32599 うやま歯科 〒770-0903 088-626-3055宇山　一正 宇山　一正 昭59. 7.10歯   矯歯 診療所
     徳島市西大工町１丁目８番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401-32607 島田歯科 〒771-0141 088-665-3321島田　晋三 島田　晋三 昭59. 9.25歯   診療所
     徳島市川内町竹須賀１５７の６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501-32631 坂東歯科医院 〒770-8063 088-668-0850坂東　純一 坂東　純一 昭60. 1. 1歯   小歯 診療所
     徳島市南二軒屋町石井利１３５７常　勤:    1 現存
     番地の２ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601-32714 のぞむ歯科 〒770-0023 088-653-7770福田　望 福田　望 昭60.10.28歯   診療所
     徳島市佐古三番町１番１３号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6701-32730 厚見歯科医院 〒770-0021 088-652-2541厚見　昌弘 厚見　昌弘 昭60.12.12歯   小歯 診療所
     徳島市佐古一番町７番８号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12.12
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801-32748 椋本歯科医院 〒770-0807 088-652-9253椋本　稔敏 椋本　稔敏 昭60.12. 4歯   診療所
     徳島市中前川町４丁目１２番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901-32755 豊田歯科医院 〒779-3122 088-642-0232豊田　泰明 豊田　泰明 昭60.12. 4歯   診療所
     徳島市国府町府中４６の２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001-32763 西木戸歯科医院 〒770-0834 088-652-9712西木戸　稔 西木戸　稔 昭61. 1. 1歯   診療所
     徳島市元町１丁目２４番地アミコ常　勤:    1 現存
     ２階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101-32789 宮井歯科クリニック 〒770-0844 088-625-8117宮井　義博 宮井　義博 昭61. 1. 1歯   診療所
     徳島市中通町２丁目１８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201-32797 宮井歯科昭和町診療所〒770-0942 088-623-0328宮井　直則 宮井　直則 昭61. 2. 1歯   診療所
     徳島市昭和町８丁目５７の３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301-32813 ニイ歯科クリニック 〒770-0047 088-632-3770新居　康司 新居　康司 昭61. 4. 7歯   診療所
     徳島市名東町２丁目１１の２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401-32847 かねまつ歯科医院 〒770-0872 088-664-3112兼松　登 兼松　登 昭62. 1. 7歯   診療所
     徳島市北沖洲１丁目１４番２１号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501-32854 水口歯科クリニック 〒770-0923 088-625-2727水口　慎也 水口　慎也 昭62. 3.12歯   歯外 小歯診療所
     徳島市大道４丁目１８番地の１ 常　勤:    1 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601-32862 武田歯科 〒770-8041 088-644-1110武田　宏 武田　宏 昭62. 4. 6歯   診療所
     徳島市上八万町西山７４０番 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 6
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   7701-32888 畑野歯科医院 〒770-0846 088-652-9025畑野　耕造 畑野　耕造 昭62. 6. 8歯   診療所
     徳島市南内町１丁目１０番地の１常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 6. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801-32946 竹田歯科医院 〒770-0025 088-652-0090竹田　信也 竹田　信也 昭63. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市佐古五番町９番１２号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901-32953 長岡歯科クリニック 〒770-8040 088-644-1666長岡　史善 長岡　史善 昭63. 1.21歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市上八万町西山１１２の１６常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平30. 1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001-32961 久米川歯科医院 〒779-3133 088-644-0888髙橋　一浩 髙橋　一浩 昭63. 3. 1歯   診療所
     徳島市入田町春日１１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101-32979 東條歯科医院 〒770-0944 088-655-0880東條　完二 東條　完二 昭63. 4. 2歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市南昭和町４丁目７０－２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201-32995 米沢歯科クリニック 〒770-8055 088-655-3388米沢　武師 米沢　武師 昭63. 5. 6歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市山城町東浜傍示番外１７ 常　勤:    2 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 5. 6
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301-33035 石橋歯科医院 〒770-0923 088-652-4326石橋　正彰 石橋　正彰 昭63. 8. 1歯   診療所
     徳島市大道２丁目３５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401-33050 清水歯科医院 〒771-1153 088-641-0648清水　博行 清水　博行 昭63.12. 9歯   小歯 診療所
     徳島市応神町吉成字有天５０－３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501-33068 川島歯科医院 〒770-0023 088-652-3025川島　隆史 川島　隆史 昭64. 1. 1歯   診療所
     徳島市佐古３番町４－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601-33084 宮井歯科医院 〒770-0844 088-623-3810宮井　正明 宮井　正明 平元. 5. 1歯   診療所
     徳島市中通町３丁目８番の１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8701-33092 無歯科医地区等歯科巡〒770-0003 088-631-3977一般社団法人徳島県歯森　秀司 平元. 5. 1歯   診療所
     回診療所 徳島市北田宮１丁目８番６５号 常　勤:    1科医師会　会長　森　 現存
     (歯       1)秀司 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801-33118 近藤歯科 〒770-0866 088-632-5951近藤　通宏 近藤　通宏 平元. 6. 4歯   小歯 歯外診療所
     徳島市末広１丁目４番２２号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 4
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901-33126 横山歯科クリニック 〒770-0861 088-625-8540横山　正秋 横山　正秋 平元. 6.16歯   診療所
     徳島市住吉２丁目２－６板東ビル常　勤:    1 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平28. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001-33167 原歯科医院 〒770-0823 088-625-4784 原　守一 原　守一 平元.10.17歯   小歯 診療所
     徳島市出来島本町１丁目３６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101-33183 津田歯科医院 〒770-0816 088-654-5021津田　信吾 津田　信吾 平 2. 4. 1歯   小歯 診療所
     徳島市助任本町４丁目１３番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201-33191 ばんどう歯科 〒770-0027 088-655-8841板東　武志 板東　武志 平 2. 5. 8歯   診療所
     徳島市佐古七番町８の１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301-33258 筒井歯科医院 〒770-8053 088-622-8211筒井　英士 筒井　英士 平 3. 9.25歯   小歯 診療所
     徳島市沖浜東３丁目４７の１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401-33266 蔵田歯科医院 〒771-4262 088-645-2201蔵田　寛 蔵田　寛 平 3.10. 7歯   診療所
     徳島市丈六町長尾８８の２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501-33274 歯科宮上クリニック 〒770-8040 088-668-7550宮上　憲司 宮上　憲司 平 4. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市上八万町下中筋５３８－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601-33308 高橋歯科 〒770-0868 088-622-9505高橋　吾朗 高橋　吾朗 平 4. 7.27歯   診療所
     徳島市福島２丁目２番８号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7.27
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   9701-33316 佐々木歯科医院 〒770-0046 088-631-3156佐々木　岳彦 佐々木　岳彦 平 4. 9. 7歯   小歯 診療所
     徳島市鮎喰町２丁目１０６番地の常　勤:    1 現存
     ７ (歯       1) 平28. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801-33332 石本歯科医院 〒779-3122 088-642-8850石本　卓司 石本　卓司 平 5. 4.12歯   小歯 診療所
     徳島市国府町府中７１３番地の６常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901-33340 クレメント矯正歯科 〒770-0831 088-656-3233勝瀬　昭三郎 勝瀬　昭三郎 平 5. 4.24矯歯 歯   小歯診療所
     徳島市寺島本町西１の６１徳島ク常　勤:    1 現存
     レメントプラザ３階 (歯       1) 平29. 4.24
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001-33365 つばさ歯科クリニック〒770-0866 088-626-0077近藤　恒 近藤　恒 平 6. 1.17歯   小歯 診療所
     徳島市末広４丁目５－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101-33373 しまだ歯科 〒770-0852 088-655-8215島田　和彦 島田　和彦 平 6. 2. 4歯   小歯 診療所
     徳島市徳島町２丁目３５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201-33407 寺井歯科医院 〒770-0872 088-664-0718寺井　浩 寺井　浩 平 6. 6.15歯   小歯 診療所
     徳島市北沖洲１丁目１３番５号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301-33415 きしだ歯科 〒770-0022 088-656-6480岸田　敏郎 岸田　敏郎 平 6.10. 3歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市佐古２番町１０－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401-33431 西田歯科医院 〒770-8003 088-662-3456西田　文彦 西田　文彦 平 6.11.28歯   小歯 矯歯診療所
     徳島市津田本町３丁目１の７８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501-33449 ア歯科横田クリニック〒770-0937 088-652-6565横田　則人 横田　則人 平 7. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市富田橋２丁目４番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601-33456 橋川歯科 〒770-0053 088-633-5464橋川　恵一 橋川　恵一 平 7. 1. 6歯   診療所
     徳島市南島田町３丁目５５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10701-33498 篠原歯科医院 〒770-8012 088-662-1125篠原　史朗 篠原　史朗 平 7. 5.15歯   小歯 診療所
     徳島市大原町千代ケ丸７３番地１常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801-33530 坂本歯科 〒771-0114 088-665-8035坂本　憲昭 坂本　憲昭 平 7.11.24歯   小歯 診療所
     徳島市川内町宮島本浦１８１番地常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901-33555 ほり歯科クリニック 〒770-0064 088-631-8135堀　昭夫 堀　昭夫 平 8.12. 9歯   小歯 歯外診療所
     徳島市不動西町１丁目５５９－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001-33563 佐藤歯科医院 〒770-0924 088-652-2207佐藤　修斎 佐藤　修斎 平 9. 1. 1歯   診療所
     徳島市幟町２丁目１２番地の１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101-33589 新浜歯科医院 〒770-8006 088-663-1118畑野　満 畑野　満 平 9. 4. 1歯   矯歯 診療所
     徳島市新浜町３丁目２番地１９号常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201-33647 健生歯科 〒770-0806 088-655-3011徳島健康生活協同組合吉田　雅彦 昭63. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市北前川町５丁目１０ 常　勤:    5　理事長　児嶋　誠一 現存
     (歯       5) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301-33746 坂東歯科医院 〒770-0802 088-655-6257島崎　敬 島崎　敬 平11. 4. 1歯   診療所
     徳島市吉野本町３丁目２２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401-33761 山口歯科クリニック 〒770-8003 088-663-5995山口　貴功 山口　貴功 平11.11.11一般    診療所
     徳島市津田本町４丁目２番５号 常　勤:    4 新規 歯   現存
     (歯       4) 平29.11.11
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501-33795 冨永歯科医院 〒770-0872 088-664-8055冨永　高生 冨永　高生 平12.12.20歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市北沖洲町２丁目８－４４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11601-33837 マキ歯科新町診療所 〒770-0904 088-623-6552槇　由里子 槇　由里子 平14. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     徳島市新町橋２丁目２２番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701-33852 鎌田歯科 〒770-0928 088-652-0789坂東　光美 坂東　光美 平14. 3. 1歯   小歯 診療所
     徳島市二軒屋町３丁目２９の１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801-33860 大杉歯科診療所 〒770-0865 088-655-3373大杉　敦 大杉　敦 平14. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市南末広町２－６２カサレコ常　勤:    1 新規 現存
     ルソ６号 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901-33878 みきゅう歯科 〒770-8024 088-669-6464三久　幹生 三久　幹生 平14. 6.10歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市西須賀町下中須８３－１５常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 6.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001-33886 三木歯科医院 〒770-0943 088-654-4453三木　隆 三木　隆 平14. 7. 1歯   診療所
     徳島市中昭和町４丁目７６－１１常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101-33894 マキ歯科医院 〒770-0063 088-631-0136槇　大 槇　大 平15. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     徳島市不動本町１丁目２５１番地常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201-33928 たなか歯科矯正クリニ〒770-8078 088-668-3411田中　滋 田中　滋 平15. 3.24歯   矯歯 小歯診療所
     ック 徳島市八万町橋本９２番９ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平27. 3.24
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301-33944 伊藤歯科医院 〒770-0935 088-626-0841伊藤　辰也 伊藤　辰也 平15. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市伊月町６丁目６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12401-33969 銀座みらい歯科医院 〒770-0916 088-656-4182江口　貴文 江口　貴文 平15. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市銀座３３番 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501-33977 城ノ内みはら歯科 〒770-0003 088-631-2818三原　昭春 三原　昭春 平15.11. 1歯   小歯 診療所
     徳島市北田宮２丁目１－５０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601-34009 山内歯科医院 〒770-0942 088-625-1988山内　規進 山内　規進 平16. 1.15歯   診療所
     徳島市昭和町３丁目３３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701-34033 板東歯科医院　南昭和〒770-0944 088-655-6471板東　伸幸 板東　伸幸 平16. 3.22歯   小歯 矯歯診療所
     オフィス 徳島市南昭和町３丁目５０－１ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 3.22
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801-34066 斎賀歯科医院 〒770-0804 088-652-0066斎賀　明彦 斎賀　明彦 平17. 1. 1歯   小歯 診療所
     徳島市中吉野町３丁目２７―１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901-34074 川田歯科医院 〒770-0939 088-652-8967川田　真也 川田　真也 平17. 1. 1歯   歯外 診療所
     徳島市かちどき橋１丁目２７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001-34082 杉本歯科医院 〒770-8003 088-662-0207島田　佳子 島田　佳子 平17. 4. 1歯   診療所
     徳島市津田本町１－２－２６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101-34108 斎藤歯科 〒770-8064 088-626-3335齋藤　好史 齋藤　好史 平17. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市城南町２－８－２８ 常　勤:    3 交代 歯外 現存
     (歯       3) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201-34124 ア歯科島田診療所 〒770-0812 088-625-0551島田　大 島田　大 平17.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     徳島市北常三島町１丁目１３の１常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  13301-34140 原歯科医院 〒770-0866 088-652-4717原　友則 原　友則 平18. 5. 1歯   小歯 診療所
     徳島市末広四丁目８－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401-34165 いさお歯科医院 〒770-8008 088-663-9040岡崎　健治 岡崎　健治 平18. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市西新浜町１－４－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501-34173 大庭矯正歯科 〒770-8053 088-624-3677大庭　知子 大庭　知子 平19. 1. 7矯歯 診療所
     徳島市沖浜東２丁目２番地ラスタ常　勤:    2 新規 現存
     ーツインビル２階西 (歯       2) 平25. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601-34181 おおつか歯科 〒770-0862 088-625-4181大塚　透 大塚　透 平19. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市城東町２丁目２－３ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701-34215 こんどう歯科 〒770-0047 088-633-7695近藤　康夫 近藤　康夫 平20. 1.10歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市名東町２丁目５８６番３ 常　勤:    2 移動 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801-34223 野口歯科医院 〒770-0937 088-625-4810野口　圭司 野口　圭司 平20. 3. 1歯   小歯 診療所
     徳島市富田橋１丁目２７番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901-34249 あいおい歯科医院 〒771-1155 088-641-1883齋藤　孝浩 齋藤　孝浩 平20. 6.10歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市応神町西貞方字小島４８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001-34264 小積歯科医院 〒771-1151 088-665-1212小積　慶三 小積　慶三 平21.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     徳島市応神町古川字戎子野２１７常　勤:    2 新規 現存
     －１ (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101-34272 かがやき歯科クリニッ〒779-3117 088-643-2418太田　純 太田　純 平22. 3.25歯   小歯 歯外診療所
     ク 徳島市国府町日開４３８－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 3.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201-34298 白神歯科 〒770-0841 088-623-2510白神　直之 白神　直之 平22. 6.22歯   小歯 歯外診療所
     徳島市八百屋町３丁目７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 6.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301-34306 三木歯科 〒771-0144 088-665-5387三木　菜美子 三木　菜美子 平22. 7.17歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市川内町榎瀬７８４－１ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 7.17
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  14401-34314 こころ歯科 〒770-0867 088-625-5564松本　貴志 松本　貴志 平22. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市新南福島１丁目３－２０ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501-34330 はやし歯科口腔外科ク〒770-0804 088-602-0840林　英司 林　英司 平23. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     リニック 徳島市中吉野町１丁目５８－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601-34363 きりん歯科クリニック〒770-8053 088-679-9299久米　康之 久米　康之 平24.10. 1歯   矯歯 歯外診療所
     徳島市沖浜東１丁目３２－３ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701-34371 板東歯科医院　八万オ〒770-8070 088-679-4184板東　秀宜 板東　秀宜 平24.12. 6歯   小歯 矯歯診療所
     フィス 徳島市八万町沖須賀２２番１ 常　勤:    3 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平24.12. 6
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801-34389 おかやま歯科 〒770-0868 088-635-7444岡山　真理子 岡山　真理子 平26. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     徳島市福島１丁目１０番６８号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901-34397 なかしま歯科 〒770-0004 088-631-2125中島　崇太郎 中島　崇太郎 平26. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     徳島市南田宮４－３－７ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001-34421 椿原歯科クリニック 〒770-0807 088-652-8110椿原　宗和 椿原　宗和 平26.11. 1歯   小歯 診療所
     徳島市中前川町５丁目１－２７９常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101-34439 藤谷歯科 〒770-0025 088-626-1781藤谷　太郎 藤谷　太郎 平27. 4. 1歯   小歯 診療所
     徳島市佐古５番町９番１７号 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201-34447 石田歯科医院 〒770-8005 088-624-8217石田　淳 石田　淳 平27.12.24歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市津田浜之町１番２８号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27.12.24
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15301-34462 三ツ井歯科医院 〒770-0935 088-652-3826三ツ井　健 三ツ井　健 平28.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     徳島市伊月町１丁目５３番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401-34488 ひまわり歯科 〒770-8023 088-669-6175藤中　恵子 藤中　恵子 平29. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     徳島市勝占町中須９２－１大松ジ常　勤:    1 新規 現存
     ョリカＢ階１０７号室 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501-34496 大塚歯科医院 〒770-0923 088-653-2424大塚　久美 大塚　久美 平29. 1. 1歯   診療所
     徳島市大道３丁目２４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601-34504 イノコ歯科医院 〒770-0845 088-625-0320猪子　寿夫 猪子　寿夫 平29. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     徳島市新内町１丁目９番地 常　勤:    2 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701-34611 さむらデンタルクリニ〒770-0012 088-633-4182医療法人愛信会　理事佐村　克利 平22.12. 6歯   小歯 矯歯診療所
     ック 徳島市北佐古二番町２－４０ 常　勤:    1長　佐村　克利 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平28.12. 6
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801-34629 まつき歯科医院 〒770-0004 088-632-6684医療法人秀佑会　理事松木　秀樹 平23. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     徳島市南田宮１丁目３番４８号 常　勤:    1長　松木　秀樹 移動 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901-34637 東山歯科医院 〒770-0006 088-633-8858医療法人東山歯科医院東山　祐陽 平23.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市北矢三町３丁目３番２０号常　勤:    2　理事長　東山　祐陽 組織変更 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001-34652 おおしお歯科医院 〒779-3118 088-643-1188医療法人おおしお歯科大塩　恭仁 平25. 7. 1歯   小歯 診療所
     徳島市国府町井戸字高池窪４３番常　勤:    2医院　理事長　大塩　 組織変更 現存
     地の３ (歯       2)恭仁 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101-34660 西歯科医院 〒771-0131 088-665-5645医療法人西歯科医院　西　卓男 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     徳島市川内町大松１４３番地１４常　勤:    2理事長　西　卓男 組織変更 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16201-34678 文化の森歯科 〒770-8082 088-668-6585医療法人親和会　理事住吉　加奈子 平28. 8. 2歯   小歯 矯歯診療所
     徳島市八万町川南５８番地３ 常　勤:    1長　神原　常道 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 2
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301-34686 ルミナスデンタルクリ〒770-0865 088-676-2218医療法人勝瀬歯科医院松元　瑠美 平29. 4. 2歯   小歯 歯外診療所
     ニックイオンモール徳徳島市南末広町４番１号 常　勤:    2　理事長　勝瀬　秀秋 新規 矯歯 現存
     島店 (歯       2) 平29. 4. 2
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401-34694 庄野歯科医院 〒770-0052 088-602-8888医療法人　庄野歯科診庄野　太一郎 平29. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     徳島市中島田町２丁目３９番 常　勤:    3療所　理事長　庄野　 新規 現存
     (歯       3)太一郎 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501-34702 常三島歯科口腔外科 〒770-0813 088-625-1533塩栗　大輔 塩栗　大輔 平29. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     徳島市中常三島町３丁目１４－２常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601-34710 沖浜デンタルクリニッ〒770-8053 088-678-8241医療法人沖浜会　理事濱田　一雄 平29. 7. 1歯   小歯 診療所
     ク 徳島市沖浜東３丁目２４番地 常　勤:    2長　濱田　一雄 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701-34728 花みずき歯科下助任 〒770-0805 088-676-4180宇野　聡一郎 宇野　聡一郎 平29.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     徳島市下助任町３丁目３４－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801-34736 喜多デンタルクリニッ〒770-8052 088-653-8040医療法人輝樹会　理事喜多　大作 平29.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 徳島市沖浜３丁目６４番地 常　勤:    2長　喜多　大作 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901-34744 あべ歯科医院 〒779-3111 088-642-1128医療法人あべ歯科医院阿部　敬典 平29.12. 4歯   矯歯 小歯診療所
     徳島市国府町竜王６番地２７ 常　勤:    3　理事長　阿部　敬典 移動 歯外 現存
     (歯       3) 平29.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001-34751 花みずきデンタルオフ〒770-8063 088-676-4618医療法人芯聖会　理事大和　洋平 平29.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ィス 徳島市南二軒屋町１－２－１２ 常　勤:    1長　仮屋　聖子 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17101-34769 花みずき歯科問屋町 〒770-8056 088-678-4618医療法人芯聖会　理事賀川　昌幸 平29.12. 1歯   歯外 診療所
     徳島市問屋町４８番地 常　勤:    1長　仮屋　聖子 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201-34777 フィール歯科クリニッ〒771-0136 088-602-7677島田　憲治 島田　憲治 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 徳島市川内町　平石古田１９４－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301-34785 三谷ファミリー歯科ク〒770-0944 088-676-4182三谷　卓 三谷　卓 平30. 4. 2歯   小歯 矯歯診療所
     リニック 徳島市南昭和町１－２３三谷第一常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ビル４階 (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401-34793 こうの歯科 〒770-0862 088-660-0774河野　琢磨 河野　琢磨 平30. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     徳島市城東町２丁目７番２５号 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501-34801 井上こども歯科 〒770-0862 088-626-3243井上　謙 井上　謙 平30. 5. 1小歯 矯歯 診療所
     徳島市城東町２丁目１－５５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17602-30138 原歯科クリニック 〒772-0002 088-685-2353医療法人栗昌会　理事原　昌男 平元. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     鳴門市撫養町斎田字浜端南１１１常　勤:    1長　原　昌男 現存
     番地 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17702-30161 元木歯科クリニック 〒772-0001 088-686-8844医療法人彗真会　理事元木　俊之 平 3. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鳴門市撫養町黒崎字松島３９９番常　勤:    1長　元木　俊之 現存
     地の１ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17802-30179 健生歯科なると 〒772-0004 088-685-4614徳島健康生活協同組合吉崎　正仁 平 3. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鳴門市撫養町木津字西小沖７３２常　勤:    2　理事長　児嶋　誠一 現存
     －２ (歯       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17902-30187 和田歯科医院 〒779-0302 088-689-0026医療法人和田歯科医院和田　匡史 平 5. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鳴門市大麻町大谷字久原７５番地常　勤:    5　理事長　和田　匡史 歯外 現存
     の１ (歯       5) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18002-30195 東洋歯科医院 〒772-0002 088-685-1251医療法人　東洋歯科医遠藤　正美 平10. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鳴門市撫養町斎田字北浜３６番地常　勤:    1院　理事長　遠藤　正 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)美 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18102-30211 とみなが歯科医院 〒771-0360 088-688-1511医療法人　とみなが歯富永　敏彦 平13.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鳴門市瀬戸町明神字下本城１９７常　勤:    6科医院　理事長　富永 組織変更 歯外 現存
     番地の３ (歯       6)　敏彦 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18202-30237 小川歯科医院 〒772-0003 088-685-8555医療法人小川歯科医院小川　和宏 平23.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鳴門市撫養町南浜字東浜４２１番常　勤:    1　理事長　小川　和宏 移動 歯外 現存
     地 (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18302-30245 鳴門歯科 〒772-0012 088-685-7678医療法人　鳴門歯科　福田　剛人 平27. 6. 1歯   小歯 診療所
     鳴門市撫養町小桑島字前浜２６９常　勤:    2理事長　福田　剛人 組織変更 現存
     番地 (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18402-30799 佐々木歯科医院 〒772-0002 088-685-5122佐々木　英機 佐々木　英機 昭54.11.10歯   診療所
     鳴門市撫養町斎田字浜端南１３３常　勤:    1 現存
     番地 (歯       1) 平24.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18502-30864 西條歯科医院 〒772-0003 088-686-3454西條　芳和 西條　芳和 昭56. 3. 1歯   小歯 診療所
     鳴門市撫養町南浜字東浜６２８番常　勤:    1 現存
     地 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18602-30880 石丸歯科医院 〒779-0231 088-689-1423石丸　昭雄 石丸　昭雄 昭57. 8. 1歯   診療所
     鳴門市大麻町板東字大林３１の１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18702-30922 佐賀歯科医院 〒772-0035 088-685-1306佐賀　俊文 佐賀　俊文 昭61. 3. 3歯   矯歯 小歯診療所
     鳴門市大津町矢倉字六ノ越７０－常　勤:    2 歯外 現存
     ２ (歯       2) 平28. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18802-30930 奥野歯科医院 〒772-0003 088-686-8737奥野　景三 奥野　景三 昭61.11.15歯   診療所
     鳴門市撫養町南浜蛭子前東５８の常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18902-30955 高橋歯科 〒772-0001 088-686-8148高橋　良明 高橋　良明 昭62. 5. 1歯   診療所
     鳴門市撫養町黒崎字松島２０４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
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  19002-30963 しまだ歯科医院 〒772-0052 088-687-2355島田　雅仁 島田　雅仁 平元.11. 1歯   小歯 診療所
     鳴門市鳴門町三ツ石字江尻山２１常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19102-30971 秋田歯科医院 〒772-0002 088-686-2096秋田　豊仁 秋田　豊仁 平 3. 5. 1歯   診療所
     鳴門市撫養町斎田字大堤５２番地常　勤:    3 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19202-30989 大浦歯科医院 〒772-0004 088-684-1727大浦　啓司 大浦　啓司 平 5. 7.27歯   小歯 診療所
     鳴門市撫養町木津４８２－１５ 常　勤:    2 現存
     (歯       1) 平29. 7.27
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19302-30997 佐川歯科医院 〒772-0017 088-685-2761佐川　淳 佐川　淳 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     鳴門市撫養町立岩字七枚２４８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19402-31003 今井歯科医院 〒772-0017 088-684-2121今井　仁 今井　仁 平 7.10.18歯   診療所
     鳴門市撫養町立岩字七枚８６番地常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19502-31011 岩佐歯科 〒772-0012 088-686-8118岩佐　敏史 岩佐　敏史 平 7.12.15歯   診療所
     鳴門市撫養町小桑島字西浜１９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19602-31029 中森歯科医院 〒779-0225 088-689-3099中森　義昭 中森　義昭 平 8. 4.15歯   小歯 診療所
     鳴門市大麻町桧字野神ノ北５４－常　勤:    1 現存
     ５ (歯       1) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19702-31037 柳田歯科 〒772-0031 088-686-6480柳田　倫幸 柳田　倫幸 平 8. 7.29歯   小歯 診療所
     鳴門市大津町木津野字仲の越８５常　勤:    1 新規 現存
     －１０ (歯       1) 平29. 7.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19802-31045 あき歯科医院 〒771-0360 088-683-7118吉田　好範 吉田　好範 平10.10.15歯   矯歯 小歯診療所
     鳴門市瀬戸町明神字鳴谷１９４ー常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平28.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19902-31060 徳元歯科医院 〒772-0002 088-684-0028徳元　伸 徳元　伸 平12. 7.25歯   診療所
     鳴門市撫養町斎田字北浜１０３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20002-31110 はぐくみの森歯科クリ〒779-0221 088-683-5511山内　英嗣 山内　英嗣 平21. 7.21歯   小歯 歯外診療所
     ニック 鳴門市大麻町萩原字西山田１０７常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     －７ (歯       2) 平27. 7.21
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20102-31128 益井歯科医院 〒772-0001 088-686-2337益井　孝文 益井　孝文 平22.10.28歯   矯歯 小歯診療所
     鳴門市撫養町黒崎字松島１００ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28.10.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20202-31144 ホワイト歯科 〒772-0051 088-679-6405大島　一泰 大島　一泰 平26. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鳴門市鳴門町高島字北３８６ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20302-31151 立本歯科医院 〒772-0002 088-685-0418立本　周司 立本　周司 平27. 3.26歯   小歯 歯外診療所
     鳴門市撫養町斎田字東発４５番１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平27. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20403-30052 うおざと歯科 〒773-0006 0885-32-8840医療法人うおざと歯科魚里　一郎 平 3. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     小松島市横須町１６番３号 常　勤:    3　理事長　魚里　亮平 現存
     (歯       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20503-30060 須原歯科医院 〒773-0005 0885-33-1331医療法人須原歯科　理須原　秀宜 平 3. 9. 1歯   小歯 診療所
     小松島市南小松島町１番３２号 常　勤:    2事長　須原　秀宜 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20603-30078 山本歯科クリニック 〒773-0016 0885-33-2530医療法人山本歯科クリ山本　一郎 平 3.10. 1歯   診療所
     小松島市中郷町字桜馬場８番地の常　勤:    2ニック　理事長　山本 現存
     ７ (歯       2)　一郎 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20703-30086 浦田歯科医院 〒773-0012 0885-32-6875医療法人浦田歯科医院浦田　満 平 4.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     小松島市田浦町字神子ノ内４７番常　勤:    1　理事長　浦田　満 矯歯 現存
     地の１ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20803-30094 木下歯科医院 〒773-0015 0885-33-0067医療法人木下歯科医院木下　直人 平 5. 7. 1歯   小歯 診療所
     小松島市中田町字土持２１番地の常　勤:    2　理事長　木下　直人 現存
     ２８ (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20903-30102 喜多歯科医院 〒773-0023 0885-38-2165医療法人喜多歯科医院喜多　悦子 平 5. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     小松島市坂野町字細野２番地の１常　勤:    1　理事長　喜多　悦子 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  21003-30128 天真歯科矯正歯科 〒773-0001 0885-35-0118医療法人　天真歯科矯天真　覚 平11.10. 1一般    診療所
     小松島市小松島町字北浜３６番地常　勤:    1正歯科　理事長　天真 組織変更 矯歯 小歯 歯  現存
     の２ (歯       1)　覚 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21103-30227 山之内歯科・口腔外科〒773-0001 0885-35-2520医療法人山之内歯科・山之内　浩司 平19. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     小松島市小松島町字井利ノ口１０常　勤:    2口腔外科　理事長　山 組織変更 現存
     ４番地 (歯       2)之内　浩司 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21203-30235 山本歯科医院 〒773-0003 0885-32-0084医療法人山本歯科医院山本　勝 平26. 8. 1歯   歯外 矯歯診療所
     小松島市松島町１３番３２号 常　勤:    2　理事長　山本　勝 組織変更 現存
     (歯       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21303-30243 花みずき歯科 〒773-0016 0885-32-4618医療法人芯聖会　理事仮屋　聖子 平29. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     小松島市中郷町加藤１２１－１ 常　勤:    1長　仮屋　聖子 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21403-30664 中田歯科医院 〒773-0015 0885-32-8885中田　洋志 中田　洋志 昭54. 4. 2歯   診療所
     小松島市中田町字新開３２の５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21503-30672 大守歯科医院 〒773-0021 0885-37-0352大守　明久 大守　明久 昭55. 6. 2歯   小歯 矯歯診療所
     小松島市赤石町４番９５号 常　勤:    4 現存
     (歯       4) 平28. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21603-30789 福崎歯科医院 〒773-0031 0885-38-1567福崎　博生 福崎　博生 平 2. 5.30歯   矯歯 小歯診療所
     小松島市和田島町松田新田１９５常　勤:    1 歯外 現存
     番２ (歯       1) 平29. 5.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21703-30805 阿部歯科 〒773-0017 08853-8-0008阿部　寛仁 阿部　寛仁 平 8.12. 2歯   診療所
     小松島市立江町字万代１０－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21803-30839 佐川歯科 〒773-0001 08853-3-1464佐川　博子 佐川　博子 平13. 2. 6歯   小歯 診療所
     小松島市小松島町字門田２２番地常　勤:    1 交代 現存
     ３ (歯       1) 平25. 2. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21903-30847 しもむら歯科医院 〒773-0022 08853-8-0353下村　学 下村　学 平13.12.16歯   小歯 診療所
     小松島市大林町字金島５７－１２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12.16
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  22003-30854 高木歯科医院 〒773-0003 08853-2-0675高木　敬二 高木　敬二 平16. 6. 1歯   診療所
     小松島市松島町８番２７号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22103-30862 大野歯科 〒773-0001 08853-2-0330大野　有美子 大野　有美子 平17. 1. 1歯   診療所
     小松島市小松島町字外開２８－３常　勤:    1 交代 休止
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22203-30888 立江歯科 〒773-0017 0885-38-1160山本　伸樹 山本　伸樹 平24. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     小松島市立江町江ノ上４１－５ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22303-30920 いしかわ歯科医院 〒773-0022 0885-39-8148医療法人いしかわ歯科石川　輝明 平29.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     小松島市大林町字宮ノ本１２番１常　勤:    2医院　理事長　石川　 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2)輝明 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22404-30399 中野歯科 〒774-0017 0884-23-3807医療法人中野歯科　理中野　晃 平 5. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     阿南市見能林町下かうや１２番地常　勤:    1事長　中野　晃 現存
     の６ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22504-30407 武田歯科医院 〒774-0023 0884-27-0022医療法人武田歯科医院武田　一郎 平 5. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     阿南市橘町西浜１４５番地の３ 常　勤:    1　理事長　武田　一郎 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22604-30423 神原歯科 〒774-0030 0884-22-0144医療法人親和会　理事神原　常道 平 7.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     阿南市富岡町トノ町８１番地の１常　勤:    3長　神原　常道 歯外 現存
     (歯       3) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22704-30431 マツモト歯科医院 〒774-0021 0884-27-0112医療法人マツモト歯科松本　侯 平 8. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     阿南市津乃峰町東分１１４番地７常　勤:    2医院　理事長　松本　 新規 現存
     (歯       2)侯 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22804-30449 浜口歯科医院 〒774-0015 0884-23-0811医療法人　浜口歯科医濱口　博 平 9. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     阿南市才見町三本松４６番地の１常　勤:    2院　理事長　濱口　博 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
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  22904-30456 宮本歯科クリニック 〒774-0005 0884-23-0180医療法人宮本歯科クリ宮本　雅司 平13. 4. 1歯   診療所
     阿南市向原町天羽畭８５番地３ 常　勤:    1ニック　理事長　宮本 組織変更 現存
     (歯       1)　雅司 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23004-30464 岡本歯科 〒774-0044 0884-23-5511医療法人　岡本歯科　岡本　好史 平14. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     阿南市上中町中原６０番地７ 常　勤:    2理事長　岡本　好史 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23104-30472 タナベ歯科医院 〒779-1101 0884-44-6488医療法人タナベ歯科医田邊　礼一郎 平 8. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     阿南市羽ノ浦町中庄市４１番地の常　勤:    2院　理事長　田邊　礼 新規 現存
     ８ (歯       2)一郎 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23204-30480 ゆう歯科クリニック 〒779-1245 0884-21-2516医療法人響和会　理事橋本　芳郎 平13.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     阿南市那賀川町中島９７３番地５常　勤:    2長　橋本　芳郎 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23304-30498 八幡歯科医院 〒779-1102 0884-44-6480医療法人八幡歯科医院八幡　浩史 平15. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     阿南市羽ノ浦町宮倉日開元１９番常　勤:    2　理事長　八幡　浩史 組織変更 矯歯 現存
     地の１８ (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23404-30688 久米歯科医院 〒774-0030 0884-22-5806久米　浩一 久米　浩一 昭47. 6.20歯   診療所
     阿南市富岡町木松１５番５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23504-30704 モリ歯科診療所 〒774-0030 0884-22-9575森　秀司 森　秀司 昭52. 4. 1歯   診療所
     阿南市富岡町木松６番の１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23604-30746 岩橋歯科医院 〒779-1402 0884-26-0821岩橋　廣行 岩橋　廣行 昭57.10. 8歯   矯歯 小歯診療所
     阿南市桑野町鳥居前９番地５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23704-30761 くめ歯科診療所 〒779-1510 0884-36-3507久米　通仁 久米　通仁 昭59.10. 3歯   診療所
     阿南市新野町東馬場１２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23804-30787 吉岡歯科医院 〒774-0023 0884-27-3373吉岡　光治 吉岡　光治 昭60. 4.11歯   矯歯 小歯診療所
     阿南市橘町大浦２０－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 4.11



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［徳島県］

［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    26 頁

  23904-30795 岩浅歯科医院 〒774-0013 0884-22-0677岩浅　幸子 岩浅　幸子 昭60. 9.24歯   小歯 診療所
     阿南市日開野町西居内４２６の２常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24004-30845 田中歯科 〒774-0045 0884-22-6767田中　正孝 田中　正孝 昭62. 8. 1歯   小歯 診療所
     阿南市宝田町川原１１８番地１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24104-30894 木本歯科 〒779-1620 0884-34-3122木本　明司 木本　明司 平 4. 4. 1歯   小歯 診療所
     阿南市福井町湊１１８－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24204-30944 吉田歯科医院 〒774-0021 0884-27-0154吉田　真由美 吉田　真由美 平 9. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     阿南市津乃峰町東分６８ 常　勤:    3 交代 歯外 現存
     (歯       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24304-30985 仁木歯科医院 〒774-0030 0884-22-0937仁木　均 仁木　均 平10.12. 1歯   診療所
     阿南市富岡町内町１７０ー１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24404-31017 上田歯科医院 〒779-1102 0884-44-6060上田　博司 上田　博司 昭57. 9. 1歯   診療所
     阿南市羽ノ浦町宮倉太田１－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24504-31025 島田歯科医院 〒779-1242 0884-42-3077島田　啓次 島田　啓次 平元. 1.20歯   小歯 診療所
     阿南市那賀川町赤池１６５－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24604-31033 わたなべ歯科 〒779-1112 0884-42-1122渡部　賢次 渡部　賢次 平 8. 3.15歯   矯歯 小歯診療所
     阿南市那賀川町色ケ島大久保６７常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24704-31066 木本歯科医院 〒774-0011 0884-23-0773木本　洋介 木本　洋介 平23. 5. 2歯   矯歯 小歯診療所
     阿南市領家町野神３２７の１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24804-31074 富塚歯科医院 〒779-1101 0884-44-2580原　桃子 原　桃子 平24. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     阿南市羽ノ浦町中庄市２－３ 常　勤:    3 交代 歯外 現存
     (歯       3) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24904-31082 井坂歯科医院 〒774-0030 0884-22-0925井坂　和史 井坂　和史 平26. 5.22歯   小歯 歯外診療所
     阿南市富岡町南向３０－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 5.22
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  25004-32015 森歯科医院 〒774-0014 0884-22-0562医療法人森歯科医院　森　直基 平19.12.15歯   小歯 診療所
     阿南市学原町大深田２７番地の２常　勤:    1理事長　森　直基 移動 現存
     ０ (歯       1) 平25.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25104-32023 あずま歯科クリニック〒779-1106 0884-21-8855医療法人秀智会　理事東　秀樹 平20. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     阿南市羽ノ浦町岩脇紫衣池９８－常　勤:    2長　東　秀樹 組織変更 現存
     ５ (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25204-32031 たにむら歯科矯正歯科〒774-0004 0884-23-4618医療法人奏明会　理事谷村　一朗 平22. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     阿南市福村町北筋７番地２ 常　勤:    1長　谷村　一朗 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25304-32049 なかがわ歯科 〒774-0047 0884-23-6558医療法人なかがわ歯科中川　光伸 平24. 6. 1歯   小歯 診療所
     阿南市下大野町渡り上り６７６番常　勤:    1　理事長　中川　光伸 組織変更 現存
     地２ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25404-32056 神田歯科医院 〒774-0030 0884-22-0378医療法人福育会　理事神田　浩 平27. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     阿南市富岡町北通１７番地１３ 常　勤:    2長　神田　浩 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25504-32064 くに歯科クリニック 〒774-0013 0884-24-7707医療法人くに歯科クリ國清　憲志 平28.10. 1歯   小歯 診療所
     阿南市日開野町谷田５１５番地１常　勤:    1ニック　理事長　國清 組織変更 現存
     ２ (歯       1)　憲志 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25604-32072 くろさわ歯科 〒779-1236 0884-49-3355黒澤　徹 黒澤　徹 平30. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     阿南市那賀川町工地６３９ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25705-30016 吉岡歯科医院 〒779-3601 0883-52-0415医療法人社団孝正会　吉岡　美幸 平元. 4. 1歯   診療所
     美馬市脇町字拝原１９６４番地 常　勤:    1理事長　吉岡　孝典 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25805-30024 井上歯科医院 〒779-3610 0883-52-1532医療法人井上歯科医院井上　三四郎 平 7. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     美馬市脇町大字脇町１６３番地 常　勤:    1　理事長　井上　三四 現存
     (歯       1)郎 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25905-30057 美馬市国民健康保険木〒777-0302 0883-68-2648美馬市長 中野　裕元 平29. 4. 1歯   診療所
     屋平歯科診療所 美馬市木屋平字川井２２４番地 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26005-32012 尾方歯科医院 〒777-0005 0883-53-7555尾方　郁雄 尾方　郁雄 昭54. 7. 5歯   診療所
     美馬市穴吹町穴吹字井口８３－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26105-32020 中野歯科医院 〒777-0005 0883-52-1332中野　壽文 中野　壽文 昭59. 6. 1歯   診療所
     美馬市穴吹町穴吹李１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26205-32038 大野歯科医院 〒779-3620 0883-52-5355大野　哲文 大野　哲文 昭59.10.15歯   診療所
     美馬市脇町野村４１５２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26305-32046 尾方歯科医院 〒779-3602 0883-53-8011尾方　保夫 尾方　保夫 昭61. 3.25歯   矯歯 小歯診療所
     美馬市脇町大字猪尻字西分５番地常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平28. 3.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26405-32053 久米川歯科医院 〒771-2106 0883-63-4423久米川　孝一 久米川　孝一 昭62. 4.15歯   診療所
     美馬市美馬町字天神北３４－２ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26505-32079 川原歯科医院 〒771-2104 0883-63-5560川原　博雄 川原　博雄 平 7. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     美馬市美馬町字宗重１２８－１ 常　勤:    5 現存
     (歯       5) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26605-32103 三宅歯科医院 〒779-3601 0883-53-6933三宅　利久 三宅　利久 平 7.12. 6歯   矯歯 小歯診療所
     美馬市脇町字拝原２５６９－２ 常　勤:    2 歯外 現存
     (歯       2) 平28.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26705-32111 佐藤歯科医院 〒779-3601 0883-52-2204佐藤　昌道 佐藤　昌道 平11. 2. 1歯   診療所
     美馬市脇町字拝原１３２１ー２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26805-32129 中川歯科医院 〒771-2105 0883-55-2115中川　正 中川　正 平12.10. 6歯   小歯 診療所
     美馬市美馬町字柿木１７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26905-32137 しのはら歯科 〒779-3601 0883-52-8088篠原　秀樹 篠原　秀樹 平14. 1.18歯   診療所
     美馬市脇町字拝原１９４７番２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1.18
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  27005-32145 奈良井歯科医院 〒777-0005 0883-52-0868奈良井　聡 奈良井　聡 平15.10. 7歯   小歯 歯外診療所
     美馬市穴吹町穴吹字畑中１０番地常　勤:    1 新規 現存
     の３ (歯       1) 平27.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27105-32152 ハローデンタルクリニ〒779-3601 0883-52-1881上原　康助 上原　康助 平17. 1.23歯   矯歯 小歯診療所
     ック 美馬市脇町字拝原２５０７－２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27205-32160 まなべ歯科 〒779-3742 0883-53-8113都築　紀子 都築　紀子 平17. 2. 1歯   小歯 診療所
     美馬市脇町字西赤谷２０８番地２常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27305-32178 ほそかわ歯科クリニッ〒779-3602 0883-53-8211細川　恵一 細川　恵一 平24.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     ク 美馬市脇町大字猪尻字若宮南１３常　勤:    2 新規 現存
     ９－２ (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27406-30014 いい歯科 〒778-0002 0883-72-5460医療法人いい歯科　理伊井　廣 平 7. 7. 1歯   診療所
     三好市池田町マチ２５１４－１ 常　勤:    1事長　伊井　廣 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27506-30022 近藤歯科医院 〒779-4801 0883-76-3118医療法人近藤歯科医院近藤　千佳 平11.10. 1一般    診療所
     三好市井川町 ２０３番地３ 常　勤:    1　理事長　近藤　千佳 組織変更 歯   矯歯 小歯現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27606-30030 三好市国民健康保険東〒778-0204 0883-88-2022三好市長 細川　竜彦 平18. 3. 1歯   小歯 診療所
     祖谷歯科診療所 三好市東祖谷京上１６８番地６ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27706-30048 たおか歯科クリニック〒771-2304 0883-77-3366医療法人たおか歯科ク田岡　計久 平19. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     三好市三野町芝生４５６番地６ 常　勤:    1リニック　理事長　田 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)岡　計久 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27806-32010 阿佐歯科医院 〒779-4805 0883-78-2328阿佐　正一郎 阿佐　正一郎 昭46. 9.15歯   診療所
     三好市井川町井内西中津５０２５常　勤:    1 現存
     番地１ (歯       1) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27906-32028 池田中央歯科医院 〒778-0005 0883-72-1330工藤　政幸 工藤　政幸 昭52.12. 1歯   診療所
     三好市池田町シマ８３４番地１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28006-32036 阿佐歯科西井川診療所〒779-4806 0883-72-5353阿佐　正一郎 阿佐　正一郎 昭54.12. 1歯   診療所
     三好市井川町西井川３１９－１８常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28106-32044 影本歯科医院 〒778-0003 0883-72-0870影本　博一 影本　博一 昭55. 4. 1歯   診療所
     三好市池田町サラダ１７３３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28206-32051 田村歯科クリニック 〒771-2304 0883-77-3365田村　公仁 田村　公仁 昭57. 8. 7歯   診療所
     三好市三野町芝生字走出１０８７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28306-32069 徳善歯科クリニック 〒778-0003 0883-72-4558徳善　由安 徳善　由安 昭58.10. 1歯   診療所
     三好市池田町サラダ１７６６－１常　勤:    1 現存
     ０谷ビル２階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28406-32077 佐々木歯科医院 〒778-0002 0883-72-3737佐々木　康夫 佐々木　康夫 昭60. 1. 1歯   診療所
     三好市池田町マチ２１７０－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28506-32085 田岡歯科医院 〒779-5304 0883-86-2182田岡　哲二 田岡　哲二 昭62. 6.15歯   診療所
     三好市山城町大川持字中ハシ５８常　勤:    1 現存
     ３－１２ (歯       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28606-32119 ひはら歯科医院 〒778-0002 0883-72-4118檜原　司 檜原　司 平17. 4. 6歯   矯歯 小歯診療所
     三好市池田町マチ２５１８－１０常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28706-32127 三木歯科医院 〒778-5251 0883-74-6178三木　友哉 三木　友哉 平19. 4. 1歯   診療所
     三好市池田町白地字本名７７－１常　勤:    2 交代 休止
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28810-30016 大井歯科クリニック 〒771-4305 0885-42-4475医療法人大井歯科クリ大井　啓司 平18.12. 1歯   小歯 診療所
     勝浦郡勝浦町大字久国字屋原３７常　勤:    1ニック　理事長　大井 組織変更 現存
     番地２ (歯       1)　啓司 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28910-30552 中田歯科医院 〒771-4307 08854-2-2075中田　憲孝 中田　憲孝 平 8. 5.13歯   診療所
     勝浦郡勝浦町大字三渓字樫渕７１常　勤:    1 現存
     の６ (歯       1) 平29. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29010-30586 福井歯科医院 〒771-4306 08854-2-2338福井　一裕 福井　一裕 平10. 4.23歯   小歯 歯外診療所
     勝浦郡勝浦町大字棚野字桧岡８－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平28. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29112-30012 山田歯科医院 〒771-3310 088-676-0024医療法人山田歯科医院山田　剛 平 5. 7. 1歯   診療所
     名西郡神山町神領字中津６３の５常　勤:    1　理事長　山田　剛 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29212-30020 佐久間歯科医院 〒779-3223 088-674-7438医療法人佐久間歯科医佐久間　淑行 平 7.10. 1歯   診療所
     名西郡石井町高川原字高川原１４常　勤:    1院　理事長　佐久間　 現存
     １７番地１ (歯       1)淑行 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29312-30038 ミント歯科クリニック〒779-3223 088-674-0064医療法人ミント歯科ク北岡　栄一郎 平21. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     名西郡石井町高川原字高川原１６常　勤:    1リニック　理事長　北 組織変更 現存
     １８番地１ (歯       1)岡　栄一郎 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29412-30046 井上歯科医院 〒779-3233 088-674-1771医療法人悠正会　理事井上　正之 平28. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     名西郡石井町石井字石井５０９－常　勤:    1長　井上　正之 組織変更 現存
     ５ (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29512-30624 福田歯科医院 〒771-3311 088-676-0328福田　祐一 福田　祐一 昭48. 5.22歯   歯外 診療所
     名西郡神山町神領字本野間５５の常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平30. 5.22
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29612-30640 田村歯科医院 〒779-3233 088-674-1546田村　憲正 田村　憲正 昭54. 3.15歯   矯歯 小歯診療所
     名西郡石井町石井字石井４１２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29712-30665 高瀬歯科医院 〒779-3244 088-674-2819高瀬　恵介 高瀬　恵介 昭55. 4. 3歯   診療所
     名西郡石井町浦庄字下浦６５７－常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平28. 4. 3
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  29812-30673 吉積歯科医院 〒779-3233 088-674-4303吉積　昭旨 吉積　昭旨 昭57. 4. 2歯   小歯 歯外診療所
     名西郡石井町石井字石井２０３の常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29912-30681 山口歯科 〒779-3244 088-674-1363山口　佳克 山口　佳克 昭57.12.15歯   診療所
     名西郡石井町浦庄字下浦３６８の常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平27.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30012-30715 須見医院歯科 〒779-3213 088-674-0178浜崎　恵子 浜崎　恵子 昭63. 4.11歯   診療所
     名西郡石井町藍畑字高畑１３１１常　勤:    2 休止
     (歯       2) 平30. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30112-30731 福原歯科医院 〒779-3233 088-674-8758福原　領造 福原　領造 平 3. 8.20歯   小歯 矯歯診療所
     名西郡石井町石井字石井２６５－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平24. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30212-30764 宮本歯科 〒779-3233 088-674-9245宮本　秀樹 宮本　秀樹 平 4. 9. 1歯   小歯 診療所
     名西郡石井町石井石井３８８ノ２常　勤:    1 現存
     ５ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30312-30772 かさい歯科医院 〒779-3202 088-674-9393笠井　康男 笠井　康男 平 5. 4. 6歯   小歯 診療所
     名西郡石井町高原字関１０５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30412-30780 しばた歯科 〒779-3224 088-674-7117柴田　享 柴田　享 平 7.12. 6歯   小歯 診療所
     名西郡石井町高川原字加茂野４４常　勤:    1 現存
     １－１ (歯       1) 平28.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30512-30798 平田歯科医院 〒779-3221 088-637-4646平田　直行 平田　直行 平10. 3.26歯   小歯 診療所
     名西郡石井町高川原字南島７０２常　勤:    1 新規 現存
     －８ (歯       1) 平28. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30612-30806 浜崎歯科医院 〒779-3222 088-675-1180浜崎　章弘 浜崎　章弘 平10. 4.17歯   小歯 診療所
     名西郡石井町高川原字天神５９７常　勤:    2 新規 現存
     －１ (歯       2) 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30712-30822 さとう歯科 〒779-3234 088-675-3666佐藤　正夫 佐藤　正夫 平15. 8.20歯   小歯 診療所
     名西郡石井町石井字白鳥２１６－常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平27. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30812-30848 松岡歯科医院 〒779-3233 088-674-0168松岡　俊光 松岡　俊光 平18. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     名西郡石井町石井字石井４１９の常　勤:    1 交代 現存
     ４ (歯       1) 平24. 8. 1
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  30912-30855 おおぐり歯科 〒779-3233 088-674-8200大栗　孝文 大栗　孝文 平19. 5. 7歯   小歯 診療所
     名西郡石井町石井字石井６５４－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31012-30863 ＣＯＣＯ歯科 〒771-3310 050-20244582手島　恭子 手島　恭子 平25. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     名西郡神山町神領字西大久保６０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31112-30871 わきかわ歯科 〒779-3245 088-674-6915脇川　史子 脇川　史子 平25. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     名西郡石井町浦庄字上浦５３０－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31213-30663 村田歯科医院相生診療〒771-5406 0884-62-3155村田　昌弘 村田　昌弘 昭63. 8. 1歯   診療所
     所 那賀郡那賀町延野字大原２５０番常　勤:    1 現存
     地１２ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31313-30796 中原歯科医院 〒771-5203 0884-62-1181医療法人中原歯科医院中原　信光 平30. 5. 7歯   小歯 歯外診療所
     那賀郡那賀町和食郷字南川１７５常　勤:    2　理事長　中原　信光 移動 矯歯 現存
     番地１ (歯       2) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31414-30018 ささき歯科医院 〒775-0501 0884-76-3478医療法人　ささき歯科伊藤　紀美 平15.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     海部郡海陽町宍喰浦字正梶１８８常　勤:    1医院　理事長　佐々木 組織変更 現存
     番地４８ (歯       1)　英機 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31514-30026 Ｋ’ｓデンタルクリニ〒775-0203 0884-70-1215医療法人秀愛会　理事三宅　貴 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ック 海部郡海陽町大里字松ノ本１６番常　勤:    1長　河合　秀訓 組織変更 現存
     地１３ (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31614-30687 中西歯科医院 〒775-0006 0884-72-1075中西　武志 中西　武志 昭44. 2. 1歯   診療所
     海部郡牟岐町大字中村字本村５４常　勤:    2 現存
     の１７～１８ (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31714-30711 近藤歯科医院 〒775-0006 0884-72-3123近藤　繁 近藤　繁 昭57.11. 8歯   診療所
     海部郡牟岐町大字中村字本村１１常　勤:    1 現存
     ４番５ (歯       1) 平24.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31814-30729 野口歯科医院 〒779-2305 0884-77-1233野口　志朗 野口　志朗 昭60. 5.10歯   矯歯 小歯診療所
     海部郡美波町奥河内字寺前２１７常　勤:    1 現存
     －３ (歯       1) 平30. 5.10
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  31914-30737 平岡歯科医院 〒775-0203 0884-73-0173平岡　保男 平岡　保男 昭61. 7. 1歯   診療所
     海部郡海陽町大里字古畑１１６の常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32014-30752 ヒロタ歯科医院 〒775-0202 0884-73-3681廣田　智治 廣田　智治 昭62. 4. 1歯   診療所
     海部郡海陽町四方原字町西４８－常　勤:    2 現存
     １ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32114-30760 井出歯科医院 〒779-2101 0884-78-0141井出　和茂 井出　和茂 昭62.10.20歯   診療所
     海部郡美波町西由岐字東１０番地常　勤:    1 現存
     の２ (歯       1) 平29.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32214-30786 前川歯科医院 〒775-0502 0884-76-3858前川　博志 前川　博志 平 4. 3.10歯   診療所
     海部郡海陽町久保字松本１１９番常　勤:    2 現存
     地４ (歯       2) 平28. 3.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32314-30794 ほり歯科医院 〒775-0004 0884-72-2000堀　敏明 堀　敏明 平 4. 4.11歯   診療所
     海部郡牟岐町川長天神前７６番 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32414-30802 勝瀬歯科医院 〒779-2305 0884-77-0030勝瀬　斉 勝瀬　斉 平13. 2.21歯   小歯 歯外診療所
     海部郡美波町奥河内字本村１０２常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 2.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32514-30810 シシクイデンタルクリ〒775-0502 0884-76-1110菊谷　寿幸 菊谷　寿幸 平16. 4.17歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 海部郡海陽町久保字板取６２番地常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １４ (歯       1) 平28. 4.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32614-30844 やまいし歯科医院 〒775-0302 0884-73-1576医療法人やまいし歯科山石　博明 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     海部郡海陽町奥浦字一宇谷１番地常　勤:    3医院　理事長　山石　 組織変更 現存
     １５ (歯       3)博明 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32715-30205 納田歯科医院 〒771-1350 088-694-5511医療法人納田歯科医院納田　一徳 平元. 7. 1歯   診療所
     板野郡上板町瀬部７６番地の１ 常　勤:    3　理事長　納田　一徳 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32815-30247 トビウメ歯科 〒771-1251 088-692-6880医療法人東雲会　理事飛梅　靖郎 平 3. 1. 1歯   診療所
     板野郡藍住町矢上字西４２番地の常　勤:    1長　飛梅　靖郎 現存
     ７ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32915-30254 橘歯科 〒771-1273 088-641-3075医療法人橘歯科　理事橘　公 平 4.10. 1歯   診療所
     板野郡藍住町勝瑞字東勝地２３０常　勤:    1長　橘　公 現存
     番地 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33015-30296 あい歯科 〒771-1252 088-692-7887医療法人　あい歯科　森　泰正 平 8. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     板野郡藍住町矢上字北分６４番地常　勤:    5理事長　森　泰正 新規 歯外 現存
     の３ (歯       5) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33115-30312 安達歯科 〒771-0206 088-698-2227医療法人安達歯科　安安達　聡 平15. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     板野郡北島町高房字勝瑞境１３番常　勤:    1達　聡 移動 現存
     地の２ (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33215-30320 おおさわ歯科医院 〒771-1271 088-641-4216医療法人　おおさわ歯大澤　真一郎 平16.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     板野郡藍住町勝瑞字幸島１１６番常　勤:    1科医院　理事長　大澤 組織変更 現存
     地７１ (歯       1)　真一郎 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33315-30346 かず歯科 〒779-0117 088-672-7757医療法人かず歯科　理湯浅　一浩 平21. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     板野郡板野町中久保字杉ノ本５１常　勤:    1事長　湯浅　一浩 組織変更 現存
     番地１ (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33415-30353 ぬまたデンタルクリニ〒771-0203 088-697-3455医療法人ぬまたデンタ沼田　昌宏 平23. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 板野郡北島町中村字東堤ノ内１７常　勤:    2ルクリニック　理事長 組織変更 歯外 現存
     番地６ (歯       2)　沼田　昌宏 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33515-30361 松本歯科小児矯正歯科〒771-1211 088-693-3525医療法人白美会　理事松本　拓哉 平24. 1. 4歯   矯歯 小歯診療所
     医院 板野郡藍住町徳命字元村１１５番常　勤:    1長　松本　拓哉 組織変更 歯外 現存
     地１ (歯       1) 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33615-30379 コスモスデンタルクリ〒771-1202 088-693-4182医療法人さくら会　理宇都宮　靖士 平24. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 板野郡藍住町奥野字東中須８８－常　勤:    1事長　宇都宮　靖士 組織変更 歯外 現存
     １ゆめタウン徳島２階 (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33715-30387 濵デンタルオフィス 〒771-1266 088-692-5566医療法人濵デンタルオ濵　貴志 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     板野郡藍住町住吉字藤ノ木１２８常　勤:    2フィス　理事長　濵　 組織変更 現存
     番地６ (歯       2)貴志 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33815-30395 たかせ歯科医院 〒771-0212 088-699-8111医療法人たかせ歯科医高瀬　維彦 平25. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     板野郡松茂町中喜来字前原東三番常　勤:    3院　理事長　高瀬　維 組織変更 現存
     越１６番地３ (歯       3)彦 平25. 3. 1
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  33915-30403 枡富歯科医院 〒771-1201 088-692-2525医療法人枡富歯科医院枡富　健二 平25. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     板野郡藍住町奥野字西中須９４－常　勤:    2　理事長　枡富　健二 組織変更 現存
     １ (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34015-30411 高田歯科クリニック 〒771-0204 088-698-0555医療法人福兎会　理事高田　委利 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     板野郡北島町鯛浜字西ノ須３４番常　勤:    2長　高田　委利 組織変更 矯歯 現存
     地４ (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34115-30429 アイル歯科クリニック〒771-0204 088-697-3718医療法人寛貴会　理事佐々木　貴子 平26. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     板野郡北島町鯛浜字西ノ須１７４常　勤:    1長　佐々木　貴子 組織変更 現存
     番地 (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34215-30437 ごうた歯科 〒771-0203 088-679-1300医療法人高田整形外科張　剛太 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     板野郡北島町中村字本須９２番地常　勤:    1病院　理事長　高田　 新規 現存
     １１ (歯       1)和子 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34315-30445 藤崎矯正歯科クリニッ〒771-0204 088-698-0919医療法人藤崎矯正歯科藤﨑　臣弘 平28. 3. 1矯歯 診療所
     ク 板野郡北島町鯛浜字大西１５３番常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     地６ (歯       1)藤﨑　臣弘 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34415-30452 ユアサ歯科 〒779-0119 088-679-4618医療法人ユアサ歯科　湯浅　貴文 平28. 6.21歯   小歯 矯歯診療所
     板野郡板野町西中富字喜多居地６常　勤:    2理事長　湯浅　貴文 新規 歯外 現存
     ０番１ (歯       2) 平28. 6.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34515-30460 ひろせ歯科医院 〒779-0114 088-672-6480医療法人ひろせ歯科医廣瀨　斉也 平28. 7. 1歯   小歯 診療所
     板野郡板野町羅漢字吉田２番地２常　勤:    1院　理事長　廣瀨　斉 組織変更 現存
     (歯       1)也 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34615-30841 村上歯科医院 〒771-0201 088-698-2437村上　裕一 村上　裕一 昭51. 1.12歯   小歯 診療所
     板野郡北島町北村字水神原４２－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平30. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34715-30874 山田歯科医院 〒771-0220 088-699-5522山田　篤宣 山田　篤宣 昭54. 2.11歯   診療所
     板野郡松茂町広島字南ノ川３９番常　勤:    1 現存
     地の５ (歯       1) 平30. 2.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34815-30916 国見歯科医院 〒771-1203 088-692-6441国見　正治 国見　正治 昭54. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     板野郡藍住町奥野字矢上前８５－常　勤:    1 新規 現存
     １３ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34915-30999 加川歯科 〒771-1343 088-694-5690加川　公也 加川　公也 昭58. 7.21歯   矯歯 小歯診療所
     板野郡上板町椎本字椎ノ宮２６８常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平28. 7.21
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  35015-31039 仁木歯科医院 〒771-0219 088-699-6714仁木　真哉 仁木　真哉 昭59.10.15歯   矯歯 小歯診療所
     板野郡松茂町笹木野字八下２３－常　勤:    1 歯外 現存
     １７ (歯       1) 平29.10.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35115-31047 猪子歯科 〒771-1212 088-692-7668猪子　博之 猪子　博之 昭60. 7. 6歯   矯歯 小歯診療所
     板野郡藍住町徳命字前須東１６３常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平24. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35215-31054 多田歯科医院 〒771-1221 088-692-8217多田　哲士 多田　哲士 昭60. 8. 5歯   診療所
     板野郡藍住町東中富字長江傍示２常　勤:    1 現存
     ２番地８ (歯       1) 平24. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35315-31062 戸田歯科医院 〒771-1220 088-692-2511戸田　英之 戸田　英之 昭61. 3.27歯   矯歯 小歯診療所
     板野郡藍住町東中富字東傍示１－常　勤:    1 現存
     １４ (歯       1) 平28. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35415-31104 みき歯科医院 〒771-1272 088-641-4343三木　敦 三木　敦 平元. 7.14歯   小歯 診療所
     板野郡藍住町勝瑞字成長５９－３常　勤:    1 現存
     古山ハイツ１０５ (歯       1) 平28. 7.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35515-31112 倉橋歯科医院 〒771-0201 088-698-0541倉橋　謙二 倉橋　謙二 平 3. 3.25歯   診療所
     板野郡北島町北村字大黒２２番４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35615-31161 さいじょう歯科 〒771-1202 088-692-0180西條　極士 西條　極士 平 4. 9. 2歯   小歯 診療所
     板野郡藍住町奥野字和田１２２－常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平28. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35715-31237 加地歯科医院 〒771-0205 088-698-1522加地　亮詞 加地　亮詞 平 5. 7.14歯   矯歯 小歯診療所
     板野郡北島町江尻字松堂４５－８常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35815-31245 きしの歯科 〒771-0212 088-699-8585岸野　浩章 岸野　浩章 平 5. 8.30歯   小歯 診療所
     板野郡松茂町中喜来字群恵２５２常　勤:    1 現存
     －６ (歯       1) 平29. 8.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35915-31260 あだち歯科医院 〒771-1301 088-694-2013安達　学 安達　学 平 7. 6.19歯   診療所
     板野郡上板町鍛冶屋原妙楽寺２７常　勤:    1 現存
     －３ (歯       1) 平28. 6.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36015-31286 北島歯科 〒771-0203 088-698-6003宮田　公夫 宮田　公夫 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     板野郡北島町中村字上地３１－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36115-31336 谷歯科医院 〒771-0220 088-699-8148谷　慶明 谷　慶明 平15. 1. 1歯   小歯 診療所
     板野郡松茂町広島字北川向四ノ越常　勤:    1 移動 現存
     ２７－２ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36215-31344 よしおか歯科 〒771-0220 088-699-0525吉岡　直人 吉岡　直人 平15. 4.10歯   小歯 歯外診療所
     板野郡松茂町広島字宮ノ後１７番常　勤:    1 新規 現存
     地３ (歯       1) 平27. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36315-31351 堺歯科医院 〒771-0203 088-698-0222堺　誠 堺　誠 平15. 6. 1歯   小歯 診療所
     板野郡北島町中村字寺裏１６－２常　勤:    2 新規 現存
     ２ (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36415-31369 ファミリーデンタルク〒771-0206 088-697-2118井上　実 井上　実 平16.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     リニック 板野郡北島町高房字東中道１８－常　勤:    2 新規 現存
     １０ (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36515-31377 齋賀歯科医院 〒771-0203 088-698-2516齋賀　洋二 齋賀　洋二 平17. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     板野郡北島町中村字宮北裏１７－常　勤:    1 交代 現存
     ４ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36615-31385 田渕歯科医院 〒771-1330 088-694-7191田渕　正美 田渕　正美 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     板野郡上板町西分字君ノ木２２－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36715-31393 稲富歯科医院 〒779-0108 088-672-0005稲富　康眞 稲富　康眞 平18. 1. 1歯   診療所
     板野郡板野町犬伏字大坪６５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36815-31427 福井デンタルクリニッ〒771-1272 088-677-8288福井　慶一 福井　慶一 平19. 4. 7歯   小歯 診療所
     ク 板野郡藍住町勝瑞字成長１４０番常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平25. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36915-31443 コウケン歯科 〒771-1262 088-692-8841諸谷　浩介 諸谷　浩介 平20. 7.24歯   矯歯 小歯診療所
     板野郡藍住町笠木字西野３３番地常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １０ (歯       1) 平26. 7.24
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37015-31484 ほんな歯科クリニック〒771-1302 088-694-2104本那　智昭 本那　智昭 平22. 7.20歯   小歯 診療所
     板野郡上板町七條字経塚２２番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37115-31492 浜歯科 〒779-0105 088-679-7007濵　秀樹 濵　秀樹 平23. 4. 1歯   診療所
     板野郡板野町大寺字大向北９６番常　勤:    1 新規 現存
     地３ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37215-31518 瀧歯科・歯科口腔外科〒771-0205 088-698-2350 　親行 　親行 平24. 3.29歯   歯外 小歯診療所
     医院 板野郡北島町江尻字柳池３０－１常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 3.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37315-31534 六歯科医院 〒771-1343 088-694-7533原田　雄一郎 原田　雄一郎 平25.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     板野郡上板町椎本字中ノ内３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37415-31559 森歯科医院 〒771-1270 088-641-2333森　俊樹 森　俊樹 平27. 9.16歯   小歯 歯外診療所
     板野郡藍住町勝瑞字西勝地８６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37515-31567 そがわ歯科 〒771-1330 088-678-4184十川　清 十川　清 平27.11.25歯   歯外 矯歯診療所
     板野郡上板町西分字カヤノ１６番常　勤:    1 新規 小歯 現存
     地１ (歯       1) 平27.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37615-31575 さとう歯科医院 〒771-0205 088-698-8188佐藤　真大 佐藤　真大 平28. 6.29歯   小歯 他  診療所
     板野郡北島町江尻字中須賀２６－常　勤:    1 新規 他：口腔外科 現存
     ３ (歯       1) 平28. 6.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37715-31583 堤歯科 〒779-0105 088-672-1255堤　誠司 堤　誠司 平29. 1. 1歯   診療所
     板野郡板野町大寺字岡ノ前１１５常　勤:    1 交代 現存
     番地 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37815-31591 斎藤歯科医院 〒771-1265 088-678-4337医療法人斎藤歯科医院齋藤　昌司 平29.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     板野郡藍住町住吉字神蔵２０９番常　勤:    2　理事長　齋藤　昌司 組織変更 矯歯 現存
     地１ (歯       2) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37916-30021 岩脇歯科医院 〒771-1627 0883-36-5550医療法人岩脇歯科医院岩脇　光治 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     阿波市市場町大野島字野神８８番常　勤:    2　理事長　岩脇　光治 現存
     地１ (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  38016-30039 安田歯科 〒771-1701 0883-35-7111医療法人　安田歯科　安田　勝裕 平 8. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     阿波市阿波町大原９３番地１ 常　勤:    2理事長　安田　勝裕 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38116-30047 根東歯科医院 〒771-1701 0883-35-6480医療法人　根東歯科医根東　正樹 平17. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     阿波市阿波町勝命２３０番地７ 常　勤:    1院　理事長　根東　正 組織変更 現存
     (歯       1)樹 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38216-30054 阿部歯科医院 〒771-1506 088-695-4921医療法人阿部歯科医院阿部　昭人 平元.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     阿波市土成町土成字南原２８３番常　勤:    1　理事長　阿部　昭人 現存
     地１ (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38316-30062 福島歯科医院 〒771-1402 088-696-2018医療法人福島歯科医院福島　襄 平 5. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     阿波市吉野町西条字中小路１５番常　勤:    1　理事長　福島　襄 歯外 現存
     地 (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38416-30070 大塚歯科医院 〒771-1502 088-695-3055医療法人大塚歯科医院大塚　清 平 5. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     阿波市土成町水田字久保田７番地常　勤:    1　理事長　大塚　清 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38516-30088 こんどう歯科クリニッ〒771-1610 0883-36-2288医療法人こんどう歯科近藤　宏治 平17. 7. 1歯   小歯 診療所
     ク 阿波市市場町香美字西野神１０番常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     地１ (歯       1)近藤　宏治 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38616-30625 西村歯科医院 〒771-1705 0883-35-6355西村　公夫 西村　公夫 昭57. 4. 2歯   診療所
     阿波市阿波町高垣４６－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38716-30633 大塚歯科医院 〒771-1706 0883-35-6141大塚　憲廣 大塚　憲廣 昭58. 5. 9歯   矯歯 診療所
     阿波市阿波町南整理７６－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38816-30674 稲井歯科医院 〒771-1610 0883-36-5858稲井　秀樹 稲井　秀樹 昭63.11. 1歯   小歯 診療所
     阿波市市場町香美字秋葉本８６番常　勤:    1 現存
     １１ (歯       1) 平24.11. 1
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  38916-30708 中西歯科医院 〒771-1624 0883-36-6228中西　巧 中西　巧 平 5. 7.24歯   小歯 診療所
     阿波市市場町山野上字白坂２３４常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平29. 7.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39016-30716 十川歯科クリニック 〒771-1705 0883-35-7444十川　和也 十川　和也 平 6. 5.24歯   小歯 診療所
     阿波市阿波町居屋敷１２２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39116-30724 新藤歯科 〒771-1612 0883-36-3637新藤　高志 新藤　高志 平 9. 2. 7歯   小歯 診療所
     阿波市市場町上喜来字大門８８６常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平30. 2. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39216-30757 中西歯科医院 〒771-1401 088-696-4801中西　通 中西　通 昭57. 9. 1歯   診療所
     阿波市吉野町柿原字植松８１－７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39316-30765 じゅん歯科医院 〒771-1507 088-695-5333中西　淳仁 中西　淳仁 平 5. 6.15歯   小歯 診療所
     阿波市土成町吉田字原田市の一６常　勤:    1 現存
     １－４ (歯       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39416-30773 スマイル歯科 〒771-1506 088-695-5099一木　良茂 一木　良茂 平14. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     阿波市土成町土成字寒方７６－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39516-30781 よこやま歯科 〒771-1401 088-696-5805横山　和博 横山　和博 平19.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     阿波市吉野町柿原字シノ原６２－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39616-30799 へいしま歯科ファミリ〒771-1703 0883-35-8020平島　佳典 平島　佳典 平24. 7.17歯   小歯 矯歯診療所
     ークリニック 阿波市阿波町大道北１８１－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39716-30807 ほそかわ歯科医院 〒771-1401 088-696-5541細川　浩良 細川　浩良 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     阿波市吉野町柿原字二条３１－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39817-30219 鴨島歯科 〒776-0010 0883-24-6026北岡　靖啓 北岡　靖啓 昭54. 1.10歯   診療所
     吉野川市鴨島町鴨島大北６７４－常　勤:    1 現存
     １０ (歯       1) 平30. 1.10
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  39917-30235 工藤歯科医院 〒776-0020 0883-24-5123医療法人工藤歯科医院工藤　貴也 平元.10. 1歯   小歯 診療所
     吉野川市鴨島町西麻植字麻植市９常　勤:    1　理事長　工藤　貴也 現存
     １番地１ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40017-30243 杉山歯科医院 〒779-3301 0883-25-4184医療法人杉山会　理事杉山　忍 平 2. 7. 1歯   小歯 診療所
     吉野川市川島町川島２５８番地１常　勤:    1長　杉山　忍 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40117-30250 谷本歯科医院 〒779-3401 0883-42-2069医療法人谷本歯科医院谷本　良司 平 2. 8. 1歯   小歯 診療所
     吉野川市山川町翁喜台１６９－１常　勤:    1　理事長　谷本　良司 現存
     １ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40217-30284 瀬尾歯科医院 〒776-0013 0883-24-8200医療法人瀬尾歯科医院瀬尾　重博 平 5. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     吉野川市鴨島町上下島７８番地１常　勤:    2　理事長　瀬尾　重博 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40317-30292 川井歯科 〒776-0010 0883-24-8436医療法人川井歯科　理川井　晃二 平 6. 1. 1歯   診療所
     吉野川市鴨島町鴨島１５６番地３常　勤:    1事長　川井　晃二 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40417-30300 モロタニ歯科 〒776-0001 0883-24-6474医療法人モロタニ歯科諸谷　雅裕 平 7.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     吉野川市鴨島町牛島８５２－６ 常　勤:    1　理事長　諸谷　雅裕 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40517-30318 飛梅歯科医院 〒776-0010 0883-24-0517医療法人飛梅会　理事飛梅　悟 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     吉野川市鴨島町鴨島５２６番地１常　勤:    3長　飛梅　悟 組織変更 現存
     ０ (歯       3) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40617-30334 さとう歯科医院 〒776-0002 0883-22-0888医療法人　さとう歯科佐藤　寛 平 9. 7. 1歯   診療所
     吉野川市鴨島町麻植塚字麻植塚３常　勤:    1医院　理事長　佐藤　 組織変更 現存
     ８１番６ (歯       1)寛 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40717-30359 きりの歯科クリニック〒776-0020 0883-24-5151医療法人きりの歯科ク桐野　晃教 平21. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     吉野川市鴨島町西麻植字広畑８８常　勤:    2リニック　理事長　桐 組織変更 歯外 現存
     番地１ (歯       2)野　晃教 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40817-30367 井上歯科医院 〒776-0004 0883-24-8501医療法人悠仁会　理事井上　正仁 平24. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     吉野川市鴨島町中島４９５番地５常　勤:    3長　井上　正仁 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40917-30383 多田歯科医院 〒776-0013 0883-24-9222医療法人多田歯科医院多田　芳雄 平27. 8.17歯   小歯 歯外診療所
     吉野川市鴨島町上下島３００－２常　勤:    2　理事長　多田　芳雄 移動 現存
     (歯       2) 平27. 8.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41017-30755 和田歯科クリニック 〒776-0010 0883-24-2336和田　誠介 和田　誠介 昭52.12. 8歯   小歯 診療所
     吉野川市鴨島町鴨島３４６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41117-30763 近藤歯科医院 〒779-3403 0883-42-2121近藤　良樹 近藤　良樹 昭54. 4.23歯   矯歯 小歯診療所
     吉野川市山川町堤外１２－１ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4.23
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41217-30821 石田歯科医院 〒776-0003 0883-24-4348石田　徳太郎 石田　徳太郎 昭58. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     吉野川市鴨島町内原２２５番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41317-30888 近藤歯科医院 〒776-0010 0883-24-2822近藤　雅也 近藤　雅也 昭62. 7. 6歯   診療所
     吉野川市鴨島町鴨島４４４－１１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41417-30896 松本歯科クリニック 〒779-3403 0883-42-6488松本　恵次 松本　恵次 昭63.10.15歯   小歯 矯歯診療所
     吉野川市山川町前川２１３番５８常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41517-30912 前坂歯科医院 〒779-3303 0883-25-4888前坂　孝 前坂　孝 平元. 1.19歯   矯歯 小歯診療所
     吉野川市川島町桑村２３６９－７常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41617-30953 山本歯科医院 〒779-3402 0883-42-6474山本　司朗 山本　司朗 平 6. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     吉野川市山川町天神１５－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41717-30961 なか歯科医院 〒779-3405 0883-42-7410中　博芳 中　博芳 平 8. 2.15歯   小歯 診療所
     吉野川市山川町村雲５７－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41817-30979 岡本歯科 〒776-0020 0883-25-3970岡本　恭次 岡本　恭次 平11. 4. 8歯   小歯 診療所
     吉野川市鴨島町西麻植字新田５ー常　勤:    1 新規 現存
     １２ (歯       1) 平29. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41917-30987 ごとう歯科医院 〒779-3305 0883-26-3088後藤　裕士 後藤　裕士 平12. 7.10歯   小歯 歯外診療所
     吉野川市川島町児島字東須賀１２常　勤:    2 新規 現存
     ５番３ (歯       1) 平24. 7.10
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42017-30995 まつうら歯科クリニッ〒776-0010 0883-22-1555松浦　広興 松浦　広興 平17. 7. 1歯   小歯 診療所
     ク 吉野川市鴨島町鴨島３２４番地１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42117-31001 うらやま歯科医院 〒776-0014 0883-24-0009浦山　明久 浦山　明久 平17. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     吉野川市鴨島町知恵島四ツ屋１７常　勤:    1 新規 現存
     ８１－６ (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42217-31035 アップル歯科・小児歯〒779-3301 0883-25-6480北岡　直樹 北岡　直樹 平20. 8.18歯   矯歯 小歯診療所
     科クリニック 吉野川市川島町川島２４６番地１常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 8.18
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42317-31043 やまさきデンタルクリ〒776-0014 0883-36-1512山﨑　泰文 山﨑　泰文 平29. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ニック 吉野川市鴨島町知恵島字中須賀１常　勤:    1 新規 現存
     ３２９－１ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42418-30688 美馬歯科医院 〒779-4101 0883-62-2252美馬　良一郎 美馬　敏彦 昭35. 2.25歯   小歯 歯外診療所
     美馬郡つるぎ町貞光馬出６０－７常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 2.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42518-30837 半田歯科医院 〒779-4401 0883-64-3561曽我部　徹 曽我部　徹 昭53. 4. 5歯   診療所
     美馬郡つるぎ町半田字小野１４５常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平29. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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［徳島県］

［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    45 頁

  42618-30928 本田歯科クリニック 〒779-4401 0883-64-2800本田　博史 本田　博史 昭61.12. 2歯   診療所
     美馬郡つるぎ町半田字中藪２３５常　勤:    1 現存
     －３ (歯       1) 平28.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42718-30951 武田歯科医院 〒779-4104 0883-62-2218武田　治士 武田　治士 平 5. 5. 1歯   診療所
     美馬郡つるぎ町貞光字太田西１１常　勤:    1 現存
     ２－１ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42818-30969 笠原歯科クリニック 〒779-4101 0883-62-5188笠原　信治 笠原　信治 平 5. 5. 1歯   小歯 診療所
     美馬郡つるぎ町貞光字町３３－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42919-30017 大久保歯科医院 〒779-4701 0883-82-2019医療法人大久保歯科医大久保　充 平 5. 7. 1歯   診療所
     三好郡東みよし町加茂１９２８番常　勤:    1院　理事長　大久保　 現存
     地１ (歯       1)充 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43019-30066 新田歯科クリニック 〒771-2501 0883-76-5454医療法人新田歯科クリ新田　幸司 平21. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     三好郡東みよし町昼間９９９番地常　勤:    1ニック　理事長　新田 組織変更 現存
     ２ (歯       1)　幸司 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43119-30744 井原歯科医院 〒779-4701 0883-82-2624井原　幹雄 井原　幹雄 昭53. 4. 5歯   診療所
     三好郡東みよし町加茂１６１６－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43219-30876 武田歯科医院 〒779-4703 0883-82-4718武田　幹直 武田　幹直 平元. 8. 3歯   診療所
     三好郡東みよし町中庄６８２－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43319-30884 秋田歯科医院 〒771-2501 0883-79-2030秋田　一郎 秋田　一郎 平 2.12.26歯   小歯 診療所
     三好郡東みよし町昼間３０７５番常　勤:    1 現存
     地１０ (歯       1) 平29.12.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43419-30975 松浦歯科クリニック 〒779-4703 0883-82-2348松浦　直人 松浦　直人 平 5. 7.24歯   小歯 診療所
     三好郡東みよし町中庄９７４番４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43519-30991 曽我部歯科医院 〒771-2502 0883-76-5511曽我部　正志 曽我部　正志 平11. 7.24一般    診療所
     三好郡東みよし町足代トアイ１４常　勤:    1 新規 歯   小歯 休止
     ９３－１ (歯       1) 平29. 7.24
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  43619-31023 きとう歯科医院 〒779-4702 0883-82-6388木藤　裕樹 木藤　裕樹 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     三好郡東みよし町西庄字井関１２常　勤:    2 新規 現存
     番地 (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


