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    101-3171-4 松岡歯科医院 〒790-0002 089-921-2351松岡　洋平 松岡　洋平 昭49. 6. 1歯   診療所
     松山市二番町２丁目７－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-3191-2 宇都宮歯科医院 〒790-0062 089-924-2535宇都宮　敏 宇都宮　敏 昭52. 5.11歯   診療所
     松山市南江戸３丁目６番２７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-3193-8 徳永歯科医院 〒790-0012 089-943-2602徳永　妙子 徳永　妙子 昭52. 7. 1歯   診療所
     松山市湊町四丁目７番１１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-3194-6 平松歯科医院 〒790-0003 089-921-8551平松　昌俊 平松　昌俊 昭52. 7.27歯   診療所
     松山市三番町一丁目９－１２谷ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３階 (歯       1) 平28. 7.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-3196-1 井村歯科医院 〒791-8016 089-924-2123井村　嘉男 井村　嘉男 昭52.12. 6歯   診療所
     松山市久万の台１２４９番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-3201-9 永井歯科医院 〒790-0931 089-957-5544永井　厚生 永井　厚生 昭53. 6.20歯   診療所
     松山市西石井二丁目１３番３８号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-3207-6 橋本歯科医院 〒790-0825 089-922-8877橋本　成人 橋本　成人 昭54. 4.11歯   診療所
     松山市道後樋又２番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-3210-0 石岡歯科医院 〒790-0038 089-941-0211石岡　正 石岡　正 昭54. 7. 9歯   診療所
     松山市和泉北１丁目７番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 9
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-3214-2 大膳歯科医院 〒790-0045 089-971-5551大膳　達国 大膳　達国 昭55. 3.11歯   診療所
     松山市余戸中３丁目１０番２９号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-3226-6 岡本歯科医院 〒791-1114 089-957-5864岡本　重樹 岡本　重樹 昭55.11.15歯   診療所
     松山市井門町３６１番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1101-3228-2 吉田歯科医院 〒790-0014 089-921-1606吉田　宏明 吉田　宏明 昭56. 1. 1歯   診療所
     松山市柳井町一丁目１５番３号 常　勤:    1 交代 休止
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201-3240-7 渡部歯科医院 〒791-8066 089-951-0588渡部　誠二 渡部　誠二 昭57. 4. 1歯   診療所
     松山市祓川二丁目５番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-3243-1 北梅本近藤歯科医院 〒791-0242 089-975-0818近藤　義憲 近藤　義憲 昭57. 7. 9歯   小歯 診療所
     松山市北梅本町甲３３０１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-3247-2 黒田歯科医院 〒791-8015 089-924-7505黒田　浩平 黒田　浩平 昭57.10.20歯   診療所
     松山市中央１丁目９－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-3250-6 アガタ歯科医院 〒799-2654 089-978-0801岡本　修 岡本　修 昭58. 2. 1歯   小歯 診療所
     松山市内宮町５８３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-3251-4 野本歯科医院 〒790-0911 089-932-5185野本　正 野本　正 昭58. 4. 1歯   診療所
     松山市桑原３丁目９５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-3253-0 空港歯科医院 〒791-8042 089-924-4319佐伯　良憲 佐伯　良憲 昭58.12. 1歯   診療所
     松山市南吉田町１７１３番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801-3254-8 山本歯科医院 〒791-8061 089-951-0077山本　正司 山本　正司 昭59. 1. 1歯   診療所
     松山市三津三丁目７番１５号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-3258-9 児玉歯科 〒791-8084 089-952-0500児玉　厚雄 児玉　厚雄 昭59. 8. 1歯   診療所
     松山市石風呂町１番地１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001-3259-7 坂田歯科医院 〒790-0878 089-932-0953坂田　秀敏 坂田　秀敏 昭59. 8. 1歯   診療所
     松山市勝山町一丁目１５番地８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101-3266-2 浪瀧歯科医院 〒790-0003 089-921-2917浪瀧　豊 浪瀧　豊 昭61. 1. 1歯   診療所
     松山市三番町３－４－４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
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   2201-3280-3 石崎歯科医院 〒790-0012 089-921-3904石崎　一成 石崎　一成 昭62. 1. 1歯   診療所
     松山市湊町二丁目２番１号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-3281-1 高須賀歯科医院 〒791-8005 089-923-6480高須賀　慎二 高須賀　慎二 昭62. 3. 1歯   診療所
     松山市東長戸四丁目２番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-3283-7 大野歯科医院 〒790-0001 089-941-2720大野　邦博 大野　邦博 昭62. 4. 1歯   診療所
     松山市一番町二丁目９番１号 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-3286-0 崎岡歯科医院 〒790-0051 089-933-0800嵜岡　道正 嵜岡　道正 昭62.11. 1歯   診療所
     松山市生石町５９３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-3289-4 馬嶋歯科診療所 〒790-0013 089-941-2398馬嶋　誠 馬嶋　誠 昭63. 1. 1歯   診療所
     松山市河原町２番地１１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-3297-7 是沢歯科医院 〒790-0913 089-976-1148是沢　恵三 是沢　恵三 昭63. 8. 1歯   診療所
     松山市畑寺四丁目１１－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-3302-5 吉良歯科医院 〒791-8013 089-924-7834吉良　公仁 吉良　公仁 昭63. 9. 1歯   診療所
     松山市山越三丁目６－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-3303-3 三木歯科医院 〒790-0036 089-947-8500三木　博 三木　博 昭63.11. 1歯   診療所
     松山市小栗五丁目４番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-3305-8 いだい歯科医院 〒791-0112 089-977-7650山本　敬三 山本　敬三 平元. 4. 1歯   診療所
     松山市下伊台町１０４５－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101-3308-2 ひでき歯科医院 〒790-0952 089-947-1230松本　秀樹 松本　秀樹 平元. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     松山市朝生田町２丁目９番３３号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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   3201-3309-0 佐古歯科医院 〒791-8002 089-978-4431佐古　弘文 佐古　弘文 平元. 5. 1歯   診療所
     松山市谷町１９２番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301-3311-6 星の岡歯科医院 〒790-0922 089-957-8241石崎　光 石崎　光 平元. 8. 1歯   診療所
     松山市星岡四丁目３番７号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401-3312-4 越智歯科医院 〒790-0933 089-957-4658越智　寛満 越智　寛満 平元.10. 1歯   診療所
     松山市越智町三丁目９番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501-3319-9 雄新歯科医院 〒790-0036 089-941-0648二宮　誠基 二宮　誠基 平 2. 4. 1歯   診療所
     松山市小栗七丁目１番１８号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601-3322-3 豊田歯科医院 〒790-0943 089-958-4533豊田　真一 豊田　真一 平 2. 9. 1歯   診療所
     松山市古川南一丁目１３番１０号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-3324-9 田渕歯科医院 〒790-0067 089-921-2250田渕　浩一郎 田渕　浩一郎 平 2.10. 1歯   診療所
     松山市大手町二丁目６番地２３大常　勤:    1 新規 現存
     手町ビル２Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-3326-4 とちぎ歯科医院 〒791-8071 089-951-5522栃木　大成 栃木　大成 平 2.11. 1歯   診療所
     松山市松ノ木二丁目８１９番３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-3327-2 ひまわり歯科医院 〒791-8025 089-926-2777高須賀　三郎 高須賀　三郎 平 2.11. 1歯   診療所
     松山市衣山四丁目８０６番地５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-3328-0 太山寺歯科医院 〒799-2662 089-978-5454山田　昌樹 山田　昌樹 平 3. 2. 1歯   診療所
     松山市太山寺町１１５５番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-3329-8 阿部歯科医院 〒790-0813 089-934-5535阿部　幸文 阿部　幸文 平 3. 3. 1歯   診療所
     松山市萱町三丁目４番地２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201-3330-6 いいお歯科医院 〒791-1114 089-958-7388飯尾　秀人 飯尾　秀人 平 3. 6. 1歯   診療所
     松山市井門町１３３７番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
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   4301-3332-2 福岡歯科医院 〒791-8061 089-951-6464福岡　富士雄 福岡　富士雄 平 3.10. 1歯   診療所
     松山市三津二丁目１２－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-3334-8 中野歯科医院 〒791-8026 089-953-2221中野　泰志 中野　泰志 平 3.11. 1歯   診療所
     松山市山西町６７８－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501-3335-5 木村歯科 〒790-0924 089-970-1800木村　高明 木村　高明 平 4. 1. 1歯   診療所
     松山市南久米町５６７番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601-3336-3 大内歯科医院 〒791-8005 089-922-1184大内　猛嗣 大内　猛嗣 平 4. 1. 1歯   診療所
     松山市東長戸二丁目３７１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701-3337-1 中村歯科医院 〒791-0054 089-971-9192中村　雄一 中村　雄一 平 4. 1. 1歯   診療所
     松山市空港通６－１１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801-3338-9 森原歯科医院 〒791-1113 089-956-0067森原　敬之 森原　敬之 平 4. 1. 1歯   診療所
     松山市森松町２７４－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901-3339-7 関谷歯科 〒791-8032 089-972-1315医療法人　関谷歯科　関谷　信弘 平 4. 3. 1歯   診療所
     松山市南斉院町９５１番地８ 常　勤:    1理事長　関谷　信弘 交代 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-3340-5 西岡歯科医院 〒790-0011 089-943-5818西岡　信治 西岡　信治 平 4. 4. 1歯   診療所
     松山市千舟町一丁目３番地８ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101-3341-3 宮部歯科 〒790-0833 089-925-8241宮部　幸昌 宮部　幸昌 平 4. 4. 1歯   診療所
     松山市祝谷六丁目１１８８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201-3343-9 武西歯科医院 〒791-1105 089-957-8841医療法人　武西歯科医武西　勝利 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     松山市北井門１丁目１０番１２号常　勤:    1院　理事長　武西　勝 新規 現存
     (歯       1)利 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5301-3344-7 佐伯歯科医院 〒791-1102 089-956-7500佐伯　和彦 佐伯　和彦 平 4. 7. 1歯   診療所
     松山市来住町１４３０－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-3347-0 浜歯科医院 〒790-0821 089-922-8856浜　成造 浜　成造 平 4. 9. 1歯   診療所
     松山市木屋町三丁目２番地３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501-3348-8 清水歯科診療所 〒791-1123 089-963-1441清水　惠太 清水　惠太 平 4.10. 1歯   診療所
     松山市東方町甲１２６２番地１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601-3349-6 仙波歯科矯正歯科 〒790-0932 089-958-8850仙波　修一 仙波　修一 平 4.11. 1歯   矯歯 診療所
     松山市東石井五丁目１０番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701-3352-0 さくどう歯科医院 〒790-0054 089-974-2010作道　泰 作道　泰 平 4.12. 1歯   診療所
     松山市空港通り一丁目２番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801-3353-8 杉浦歯科医院 〒790-0056 089-974-0400医療法人　杉浦歯科医杉浦　孝明 平 5. 2. 1歯   小歯 診療所
     松山市土居田町８４６番地２ 常　勤:    1院　理事長　杉浦　孝 交代 現存
     (歯       1)明 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901-3354-6 医療法人　土井歯科医〒791-8026 089-953-3122医療法人　土井歯科医土井　正 平 5. 2. 1歯   診療所
     院 松山市山西町９１７番地 常　勤:    1院　理事長　土井　正 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001-3357-9 医療法人　淺井歯科医〒791-0242 089-976-3164医療法人　淺井歯科医淺井　謙次 平 5. 5. 1歯   小歯 診療所
     院 松山市北梅本町６６５番地２ 常　勤:    1院　理事長　淺井　謙 交代 現存
     (歯       1)次 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101-3358-7 宮本歯科 〒790-0032 089-945-6489医療法人　宮本歯科　宮本　武直 平 5. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     松山市土橋町２０－８ 常　勤:    2理事長　宮本　武直 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201-3359-5 永木歯科 〒790-0056 089-974-2400永木　正実 永木　正実 平 5. 9. 1歯   診療所
     松山市土居田町２８９番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6301-3361-1 山越歯科クリニック 〒791-8013 089-923-8241元屋地　聡 元屋地　聡 平 5.12. 1歯   小歯 診療所
     松山市山越４丁目４－３５エクセ常　勤:    1 新規 現存
     ル丸栄２Ｆ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401-3363-7 ツバキ歯科 〒790-0934 089-957-6480医療法人　ツバキ歯科猪野　恵一郎 平 6. 1. 1歯   診療所
     松山市居相三丁目１番９号 常　勤:    1　理事長　猪野　恵一 交代 現存
     (歯       1)郎 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501-3364-5 板野歯科医院 〒790-0911 089-946-2202医療法人　板野歯科医板野　正人 平 6. 1. 1歯   小歯 診療所
     松山市桑原五丁目１番５号 常　勤:    1院　理事長　板野　正 交代 現存
     (歯       1)人 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601-3365-2 かとう歯科医院 〒791-8036 089-972-7878医療法人　かとう歯科加藤　弘正 平 6. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     松山市高岡町２０９番地３ 常　勤:    3医院　理事長　加藤　 交代 小歯 現存
     (歯       3)弘正 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701-3366-0 大野晶一郎歯科 〒791-8067 089-953-2418医療法人　大野晶一郎大野　晶一郎 平 6. 1. 1歯   診療所
     松山市古三津二丁目１６番１６号常　勤:    1歯科　理事長　大野　 交代 現存
     (歯       1)晶一郎 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801-3368-6 コスモス歯科医院 〒799-2651 089-978-6874西岡　克次郎 西岡　克次郎 平 6. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     松山市堀江町甲１８００番地１０常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901-3373-6 たかた歯科 〒790-0023 089-934-0008高田　晋作 高田　晋作 平 7. 1. 1歯   診療所
     松山市末広町１３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001-3374-4 愛歯科診療所 〒790-0047 089-971-4548医療法人　愛歯科診療佐々木　勝英 平 7. 2. 1歯   小歯 診療所
     松山市余戸南四丁目９番１３号 常　勤:    1所　理事長　佐々木　 交代 現存
     (歯       1)勝英 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101-3376-9 高岡歯科医院 〒790-0011 089-946-3436医療法人　高岡歯科医高岡　諄 平 7. 4. 1歯   診療所
     松山市千舟町４丁目１番地５ 常　勤:    1院　理事長　高岡　諄 交代 休止
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201-3378-5 味生歯科医院 〒791-8056 089-951-2662山崎　剛 山崎　剛 平 7. 6. 1歯   小歯 診療所
     松山市別府町２１６－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7301-3380-1 二宮矯正歯科医院 〒790-0011 089-921-3111医療法人　アイデアル二宮　隆 平 7. 9. 1矯歯 診療所
     松山市千舟町七丁目１０番地１ 常　勤:    1アーチ　理事長　二宮 移動 現存
     (歯       1)　隆 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401-3382-7 みやうち歯科 〒790-0923 089-958-0808宮内　啓子 宮内　啓子 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     松山市北久米町１１０１番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501-3383-5 来住歯科 〒791-1102 089-975-8811安井　章 安井　章 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     松山市来住町９６１番地１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601-3384-3 篠崎歯科医院 〒790-0905 089-934-1818篠崎　正文 篠崎　正文 平 8. 4. 1歯   診療所
     松山市樽味四丁目６番２０号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701-3385-0 増田歯科医院 〒790-0843 089-947-1731増田　健 増田　健 平 8. 4. 1歯   診療所
     松山市道後町一丁目６番３６号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801-3387-6 さとし歯科クリニック〒790-0952 089-947-8811石丸　智視 石丸　智視 平 8. 7. 1歯   小歯 診療所
     松山市朝生田町六丁目１番２６号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901-3388-4 蔵原歯科クリニック 〒790-0005 089-941-8858蔵原　一英 蔵原　一英 平 8. 7. 1歯   診療所
     松山市花園町６番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001-3392-6 水木歯科医院 〒790-0932 089-905-1515水木　孝志 水木　孝志 平 8.11. 1歯   小歯 診療所
     松山市東石井三丁目１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101-3396-7 田中英央歯科医院 〒791-8081 089-952-1616田中　英央 田中　英央 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     松山市高浜町一丁目１４２５番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201-3398-3 いなば歯科医院 〒790-0903 089-977-3777稲葉　栄司 稲葉　栄司 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     松山市東野５丁目４ー６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8301-3400-7 矢野歯科医院 〒790-0855 089-947-3939医療法人　矢野歯科医矢野　興一 平10. 1. 1歯   診療所
     松山市持田町三丁目２番１４号 常　勤:    1院　理事長　矢野　興 交代 現存
     (歯       1)一 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401-3402-3 ホワイト歯科 〒791-8053 089-953-5252渡邉　学 渡邉　学 平10. 4. 1歯   診療所
     松山市若葉町８番４０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501-3403-1 ユタカ歯科医院 〒790-0925 089-975-1707野田　豊彦 野田　豊彦 平10. 4. 1歯   診療所
     松山市鷹子町３６ー１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601-3404-9 武田歯科医院 〒791-0243 089-975-9099武田　能成 武田　能成 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     松山市平井町２２７０ヴィラクレ常　勤:    1 新規 現存
     ール１Ｆ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701-3405-6 玉乃井歯科医院 〒791-8036 089-971-8288玉乃井　勉 玉乃井　勉 平10. 7. 1歯   小歯 診療所
     松山市高岡町４２９番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801-3406-4 日浅歯科医院 〒790-0814 089-934-8640日浅　敬 日浅　敬 平10. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市味酒町三丁目８番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901-3407-2 堀内歯科医院 〒790-0038 089-935-8888堀内　政信 堀内　政信 平10. 8. 1歯   診療所
     松山市和泉北二丁目５番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001-3409-8 さかもと矯正歯科 〒790-0843 089-996-8745坂本　美和 坂本　美和 平10.11. 1矯歯 診療所
     松山市道後町二丁目３番２４号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101-3412-2 ひろ歯科医院 〒791-8031 089-965-2311医療法人　ひろ歯科医山﨑　浩一 平11. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     松山市北斉院町３２番地６８ 常　勤:    4院　理事長　山﨑　浩 交代 現存
     (歯       4)一 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201-3414-8 岡矯正歯科 〒790-0873 089-947-5767医療法人　エンゼル　岡　健治 平11. 2. 1矯歯 診療所
     松山市北持田町１２５番地６ 常　勤:    2理事長　岡　健治 交代 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9301-3415-5 辻田歯科医院 〒790-0901 089-977-8211辻田　誠司 辻田　誠司 平11. 5. 1歯   小歯 診療所
     松山市新石手２７０番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401-3416-3 和矯正歯科クリニック〒790-0011 089-947-7007藤田　和久 藤田　和久 平11. 7. 1矯歯 診療所
     松山市千舟町四丁目５番地２平成常　勤:    1 新規 現存
     ビル４階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501-3417-1 はまもと歯科 〒790-0911 089-932-6607濱本　定俊 濱本　定俊 平11. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市桑原一丁目９番９号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601-3418-9 玉井歯科医院 〒790-0854 089-932-8381玉井　健一郎 玉井　健一郎 平11. 9. 1歯   小歯 診療所
     松山市岩崎町一丁目８番２４号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701-3419-7 大街道歯科医院 〒790-0004 089-933-2071芝　哲男 芝　哲男 平11. 9. 1歯   診療所
     松山市大街道三丁目５番４号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801-3420-5 たかのこ歯科 〒790-0925 089-990-8888森　義雄 森　義雄 平12. 6. 1歯   診療所
     松山市鷹子町５５０番地１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901-3422-1 平和歯科クリニック 〒790-0807 089-911-0820岡田　俊英 岡田　俊英 平12. 8. 1歯   診療所
     松山市平和通５丁目６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001-3423-9 みずもと歯科クリニッ〒791-1115 089-905-2911水本　武志 水本　武志 平12.10. 1歯   診療所
     ク 松山市土居町８４５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101-3424-7 前田歯科医院 〒790-0932 089-905-8123前田　文仁 前田　文仁 平12.10. 1歯   診療所
     松山市東石井町６丁目７番２６号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201-3426-2 えがお歯科 〒790-0925 089-970-8241中川　勝徳 中川　勝徳 平12.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市鷹子町１－１１ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平24.12. 1
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  10301-3427-0 三好歯科 〒790-0844 089-996-6480三好　章一 三好　章一 平13. 3. 1歯   診療所
     松山市道後一万９－５４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401-3428-8 日野歯科医院 〒790-0856 089-921-3213医療法人日野歯科医院日野　文彦 平13. 3. 1歯   小歯 診療所
     松山市南町１丁目６番２９号 常　勤:    1　理事長　日野　文彦 交代 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501-3429-6 かどた歯科 〒791-1101 089-990-3313門多　崇 門多　崇 平13. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市久米窪田町１６６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601-3430-4 はじめ歯科医院 〒790-0942 089-905-1177伊藤　元 伊藤　元 平13. 4. 1歯   小歯 診療所
     松山市古川北３丁目１４－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701-3435-3 ハッピー歯科クリニッ〒790-0944 089-957-3356松尾　一二 松尾　一二 平13. 8. 1歯   小歯 診療所
     ク 松山市古川西２丁目８ー１西沢ビ常　勤:    1 新規 現存
     ルＮＯ１　１０６号 (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801-3437-9 松友歯科クリニック 〒791-8067 089-952-8214医療法人　松友歯科ク松友　豊伸 平13.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     松山市古三津２丁目２番１２号 常　勤:    2リニック　理事長　松 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)友　豊伸 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901-3438-7 小笠原歯科 〒799-2651 089-978-0008小笠原　章夫 小笠原　章夫 平14. 1.24歯   小歯 診療所
     松山市堀江町甲９１７番地１０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001-3439-5 はやし歯科 〒790-0852 089-913-6480林　秀欣 林　秀欣 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     松山市石手４－４－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101-3442-9 ユー歯科 〒790-0941 089-914-8500小笠原　光彦 小笠原　光彦 平14. 6. 1歯   小歯 診療所
     松山市和泉南四丁目６－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11201-3443-7 アップル歯科医院 〒790-0062 089-926-1811山口　学 山口　学 平14. 6. 1歯   小歯 診療所
     松山市南江戸５丁目４－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301-3444-5 たなべ歯科クリニック〒791-8042 089-974-8111医療法人　たなべ歯科田邉　康宏 平14. 6. 1歯   小歯 診療所
     松山市南吉田町１８０１番地の６常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)田邉　康宏 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401-3445-2 長山歯科医院 〒791-8043 089-974-5735長山　雅治 長山　雅治 平14. 7. 1歯   小歯 診療所
     松山市東垣生町１３８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501-3446-0 城北やの歯科クリニッ〒791-8013 089-917-7878矢野　正敏 矢野　正敏 平14.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 松山市山越１丁目３番９号 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601-3447-8 うつみ歯科 〒790-0924 089-975-1332医療法人　白鶴会　理内海　俊明 平14.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     松山市南久米町６５８番地１ 常　勤:    1事長　内海　俊明 組織変更 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701-3448-6 医療法人　フェニック〒790-0931 089-905-0418医療法人　フェニック井上　洋 平15. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ス歯科 松山市西石井５丁目１２番７号 常　勤:    2ス歯科　理事長　井上 組織変更 現存
     (歯       2)　洋 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801-3451-0 山地歯科医院 〒790-0038 089-913-1571山地　泰 山地　泰 平15.11. 1歯   小歯 診療所
     松山市和泉北２丁目１４－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901-3453-6 まさと歯科クリニック〒790-0064 089-917-6060須之内　勝人 須之内　勝人 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     松山市愛光町４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001-3454-4 白水台歯科クリニック〒791-0113 089-926-8810前田　篤信 前田　篤信 平16. 7. 1歯   小歯 診療所
     松山市白水台一丁目２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101-3455-1 西田歯科医院 〒790-0811 089-925-2012西田　圭 西田　圭 平16. 7. 1歯   小歯 診療所
     松山市本町四丁目２－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12201-3457-7 大井歯科クリニック 〒790-0003 089-921-1607大井　康史 大井　康史 平16.11. 1歯   小歯 診療所
     松山市三番町四丁目７番１２－１常　勤:    2 移動 現存
     ０１号 (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301-3458-5 ひめ歯科クリニック 〒791-8012 089-924-0888医療法人　ひめ歯科ク井上　知則 平16.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     松山市姫原二丁目６番１１号 常　勤:    1リニック　理事長　井 組織変更 現存
     (歯       1)上　知則 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401-3459-3 ふなき歯科 〒790-0964 089-947-6480医療法人　ふなき歯科船木　憲久 平16.12. 1歯   小歯 診療所
     松山市中村二丁目２番８号 常　勤:    1　理事長　船木　憲久 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501-3460-1 佐々木歯科 〒790-0925 089-970-1234医療法人　佐々木歯科佐々木　正和 平16.12. 1歯   小歯 診療所
     松山市鷹子町２４３番地８ 常　勤:    3　理事長　佐々木　正 組織変更 現存
     (歯       3)和 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601-3461-9 井笹歯科医院 〒790-0846 089-925-1489井笹　敬三 井笹　敬三 平17. 1. 1歯   小歯 診療所
     松山市道後北代６番１１号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701-3462-7 カナザキ歯科 〒791-0245 089-970-4182医療法人　仁和会　理金﨑　伸幸 平17. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市南梅本町甲８７８番地５ 常　勤:    9事長　金﨑　伸幸 組織変更 歯外 現存
     (歯       9) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801-3463-5 ふな歯科クリニック 〒790-0837 089-943-0118鮒田　伸一 鮒田　伸一 平17. 3. 1歯   小歯 診療所
     松山市道後湯月町４番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901-3464-3 そらまめ歯科クリニッ〒790-0916 089-998-6411松坂　高明 松坂　高明 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     ク 松山市束本一丁目５番３０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001-3465-0 スマイル矯正歯科クリ〒790-0012 089-986-7080医療法人　スマイル　小澤　奏 平17. 5.11矯歯 歯   診療所
     ニック 松山市湊町四丁目１２番地９　メ常　勤:    1理事長　小澤　奏 組織変更 現存
     ゾンＭ２ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 5.11
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13101-3467-6 ひぐち歯科医院 〒791-8067 089-953-3500樋口　泰史 樋口　泰史 平17. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市古三津一丁目２４番１号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201-3468-4 まこと歯科クリニック〒799-2652 089-978-7677今井　真 今井　真 平17. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     松山市福角町５３８番地１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301-3469-2 原瀬歯科医院 〒791-8061 089-951-0076医療法人原瀬歯科医院原瀬　忠広 平18. 1. 1歯   診療所
     松山市三津一丁目３番５号 常　勤:    2　理事長　原瀬　忠広 組織変更 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401-3471-8 きむ矯正歯科クリニッ〒790-0033 089-932-9858医療法人　無窮会　理大牟禮　治人 平18. 1. 1歯   矯歯 診療所
     ク 松山市北藤原町９番地１４ 常　勤:    2事長　大牟禮　治人 移動 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501-3472-6 三瀬歯科医院 〒790-0003 089-921-0277医療法人三瀬歯科医院三瀬　雄次郎 平18. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     松山市三番町六丁目４番地１ 常　勤:    3　理事長　三瀬　雄次 組織変更 小歯 現存
     (歯       3)郎 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601-3473-4 長谷川歯科医院 〒799-2431 089-992-3768長谷川　浩之 長谷川　浩之 平18. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市北条７７１番地７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701-3474-2 たんぽぽ小児歯科 〒791-8034 089-965-1182桑原　さつき 桑原　さつき 平18. 6. 1小歯 歯   診療所
     松山市富久町１３９番６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801-3476-7 いちかわ歯科クリニッ〒791-8061 089-953-5222市川　有志 市川　有志 平18. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 松山市三津三丁目４番２７号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901-3477-5 おおつか歯科クリニッ〒790-0047 089-968-8383医療法人ＫＭＡおおつ大塚　浩史 平18. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 松山市余戸南四丁目９番３８号 常　勤:    2か歯科クリニック　理 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)事長　大塚　浩史 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001-3478-3 中城歯科医院 〒790-0863 089-943-2884中城　正 中城　正 平18.12. 1歯   診療所
     松山市此花町１－３０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
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  14101-3479-1 そめじ歯科医院 〒790-0053 089-935-5556医療法人そめじ歯科医染次　辰也 平18.12. 1歯   矯歯 診療所
     松山市竹原二丁目６番１３号 常　勤:    1院　理事長　染次　辰 組織変更 現存
     (歯       1)也 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201-3480-9 いずみや歯科医院 〒791-1104 089-914-8118医療法人いずみや歯科泉屋　成秀 平18.12. 1歯   小歯 診療所
     松山市北土居町三丁目１２－７ 常　勤:    1医院　理事長　泉屋　 組織変更 現存
     (歯       1)成秀 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301-3481-7 おはら歯科医院 〒790-0042 089-972-6480医療法人おはら歯科医小原　英司 平18.12. 1歯   小歯 診療所
     松山市保免中二丁目２番１４号 常　勤:    1院　理事長　小原　英 組織変更 現存
     (歯       1)司 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401-3482-5 アクア歯科クリニック〒791-0245 089-955-6666医療法人アクア歯科ク小川　聡 平18.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     松山市南梅本町甲１２６３番地５常　勤:    1リニック　理事長　小 組織変更 現存
     (歯       1)川　聡 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501-3483-3 ていれぎデンタルクリ〒791-1112 089-970-6123髙岡　克典 髙岡　克典 平19. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 松山市南高井町１３５７番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601-3484-1 うらす梅本歯科 〒791-8044 089-965-3355医療法人ガルシア会　梅本　康人 平19. 1. 1歯   診療所
     松山市西垣生町２５４番地８ 常　勤:    1理事長　梅本　康人 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701-3485-8 ともちか歯科医院 〒790-0004 089-921-2057友近　佐和子 友近　佐和子 平19. 1. 1歯   診療所
     松山市大街道三丁目３－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801-3487-4 心身障害児（者）歯科〒790-8570 089-941-2111愛媛県　愛媛県知事 三好　俊子 平19. 4. 1歯   診療所
     巡回診療車「こまどり松山市一番町四丁目４番地２愛媛常　勤:    1 新規 現存
     号」 県障害福祉課内 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901-3489-0 ふみお歯科クリニック〒791-8007 089-978-9888医療法人ふみお歯科ク松本　史生 平19. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市高木町１１１番地１ 常　勤:    1リニック　理事長　松 組織変更 現存
     (歯       1)本　史生 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001-3492-4 パールデンタルクリニ〒799-2655 089-979-7755濃野　礼子 濃野　礼子 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     ック 松山市馬木町２２４２番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15101-3493-2 なおる歯科 〒790-0807 089-925-2696医療法人なおる歯科　洲之内　直 平19. 6. 1歯   小歯 診療所
     松山市平和通二丁目５番地１２ 常　勤:    1理事長　洲之内　直 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201-3495-7 ひさみつ歯科クリニッ〒799-2461 089-994-3880医療法人ひさみつ歯科玉井　久光 平19. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 松山市鹿峰５番地１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)玉井　久光 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301-3496-5 西林寺前歯科医院 〒791-1112 089-975-3005渡部　陽介 渡部　陽介 平19. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     松山市南高井町１４１３番３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401-3498-1 ピュアデンタルクリニ〒790-0045 089-965-4618丸花　純子 丸花　純子 平20. 1. 1歯   診療所
     ック 松山市余戸中６－４－３０竹田ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501-3499-9 よしず歯科クリニック〒790-0905 089-934-1296吉津　征慶 吉津　征慶 平20. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市樽味二丁目１番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601-3501-2 きらきら歯科クリニッ〒790-0848 089-907-6888矢野　愛咲美 矢野　愛咲美 平20. 5. 1小歯 歯   診療所
     ク 松山市道後喜多町７番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701-3502-0 市駅前歯科クリニック〒790-0012 089-907-4617尾上　研 尾上　研 平20. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市湊町５丁目５番地３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801-3503-8 山崎歯科医院 〒790-0833 089-925-8939山﨑　一朗 山﨑　一朗 平20. 4.22歯   診療所
     松山市祝谷２丁目６－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901-3505-3 いけだ歯科クリニック〒799-2654 089-978-1188池田　忠司 池田　忠司 平21. 3. 1歯   小歯 診療所
     松山市内宮町１５番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001-3506-1 ほりえ歯科 〒799-2651 089-960-4618加藤　智啓 加藤　智啓 平21. 4. 1歯   小歯 診療所
     松山市堀江町甲１４９５番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101-3507-9 フォレスト歯科クリニ〒790-0862 089-993-5995森重　創一郎 森重　創一郎 平21. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ック 松山市湯渡町１０－２５ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
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  16201-3508-7 エム歯科クリニック 〒790-0054 089-974-6474眞木　晴規 真木　晴規 平21. 4. 1歯   小歯 診療所
     松山市空港通１丁目３番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301-3509-5 正岡歯科医院 〒790-0942 089-958-5522正岡　勇記 正岡　勇記 平21. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市古川北１丁目１０－２６ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401-3510-3 おかだ歯科クリニック〒799-2432 089-992-2000医療法人　おかだ歯科岡田　大典 平21. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     松山市土手内９６番地３ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)岡田　大典 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501-3511-1 鈴木歯科医院 〒790-0903 089-977-3047鈴木　孝一 鈴木　孝一 平21. 5. 1歯   小歯 診療所
     松山市東野２丁目５番２８号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601-3512-9 はなみずき歯科 〒790-0942 089-905-7823緒方　哲朗 緒方　哲朗 平21. 6. 1歯   小歯 診療所
     松山市古川北一丁目１９ー１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701-3513-7 小栗歯科 〒790-0036 089-934-2750医療法人　Ｄｅｎｔａ米子　典夫 平21.10. 1歯   小歯 診療所
     松山市小栗二丁目３番２４号 常　勤:    1ｌ　Ｈｅａｌｉｎｇ　 移動 現存
     (歯       1)理事長　米子　典夫 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801-3514-5 東山歯科クリニック 〒790-0941 089-914-8110東山　哲也 東山　哲也 平21.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     松山市和泉南２丁目１－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901-3515-2 さくら歯科クリニック〒790-0056 089-965-3939長谷川　淳 長谷川　淳 平21.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     松山市土居田町５００－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001-3516-0 よしだ歯科クリニック〒791-1125 089-960-8168吉田　大介 吉田　大介 平21.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     松山市小村町２２２番地８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101-3517-8 べいか歯科クリニック〒790-0004 089-986-6480米花　智代 米花　智代 平22. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市大街道２丁目４番地３高田常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ビル１階 (歯       2) 平28. 1. 1
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  17201-3519-4 亀田歯科医院 〒790-0821 089-922-3331外城　英史 外城　英史 平22. 1. 5歯   矯歯 小歯診療所
     松山市木屋町３丁目１３－１０ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301-3521-0 つづき歯科医院 〒790-0924 089-976-1314都築　定男 都築　定男 平22. 4. 1歯   小歯 診療所
     松山市南久米町６９－５ 常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401-3522-8 いろは歯科クリニック〒790-0004 089-948-1688河本　雅裕 河本　雅裕 平22. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市大街道二丁目６番４号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501-3523-6 今松歯科クリニック 〒791-8015 089-994-8148今松　顕一郎 今松　顕一郎 平22.11. 1歯   小歯 診療所
     松山市中央一丁目１５番４５－２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601-3524-4 ふたば歯科クリニック〒791-8032 089-989-1184宇都宮　孝之 宇都宮　孝之 平22.11. 1歯   小歯 診療所
     松山市南斎院町５６番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701-3525-1 しばた歯科 〒791-8031 089-952-0418医療法人　愛弘会　理柴田　督弘 平23. 1. 1歯   小歯 診療所
     松山市北斎院町７８４番地８ 常　勤:    4事長　柴田　督弘 組織変更 現存
     (歯       4) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801-3526-9 柿原歯科医院 〒791-0245 089-976-2222医療法人　柿原歯科医柿原　暢祐 平23. 1. 4歯   矯歯 小歯診療所
     松山市南梅本町甲１１４５番地 常　勤:    1院　理事長　柿原　暢 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)祐 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901-3527-7 垂水歯科医院 〒790-0047 089-972-1611垂水　範泰 垂水　範泰 平22.12. 4歯   小歯 診療所
     松山市余戸南四丁目１６番２号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001-3528-5 タマダ歯科 〒791-8043 089-989-8148玉田　司 玉田　司 平23. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市東垣生町５９９番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101-3529-3 サウス歯科医院 〒791-1104 089-905-0888渡部　芳雄 渡部　芳雄 平23.10.13歯   小歯 診療所
     松山市北土居三丁目７番８号 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201-3531-9 クボタ齒科醫院 〒790-0842 089-915-4455久保田　敦 久保田　敦 平24. 5. 1歯   診療所
     松山市道後湯之町４番１５号三世常　勤:    1 新規 現存
     インプラントセンタービル (歯       1) 平30. 5. 1
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  18301-3532-7 南さや歯科医院 〒791-8032 089-973-9523松本　直記 松本　直記 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     松山市南斎院町８８３番地 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401-3535-0 いちろう歯科クリニッ〒791-1113 089-907-1616玉井　一郎 玉井　一郎 平24. 8. 1歯   小歯 診療所
     ク 松山市森松町５２３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501-3536-8 金亀歯科クリニック 〒790-0933 089-956-6400医療法人　金亀歯科ク亀岡　真典 平24.12. 4歯   矯歯 小歯診療所
     松山市越智三丁目５番２２号 常　勤:    1リニック　理事長　亀 組織変更 現存
     (歯       1)岡　真典 平24.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601-3537-6 いのうえ歯科 〒790-0966 089-968-1820井上　匡則 井上　匡則 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     松山市立花３丁目３－４５アイエ常　勤:    1 新規 現存
     ム立花ビル１Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701-3539-2 黒川歯科医院 〒790-0913 089-932-8020黒川　陽一 黒川　陽一 平25. 5. 1歯   診療所
     松山市畑寺二丁目７番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801-3540-0 こんどう歯科クリニッ〒790-0962 089-932-4618近藤　公男 近藤　公男 平25. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 松山市枝松５丁目５番３１号　ひ常　勤:    2 新規 現存
     まわり１Ｆ (歯       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901-3542-6 かめのこ歯科クリニッ〒790-0056 089-973-6006医療法人　かめのこ歯亀井　隆行 平25. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 松山市土居田町６３３番地５ 常　勤:    1科　理事長　亀井　隆 組織変更 現存
     (歯       1)行 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001-3543-4 永山歯科 〒791-0242 089-960-1825永山　晃之 永山　晃之 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     松山市北梅本町６６６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101-3546-7 かみおか歯科 〒790-0823 089-925-2112上岡　猛 上岡　猛 平26. 1. 1歯   小歯 診療所
     松山市清水町３丁目１７７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201-3547-5 束本歯科医院 〒790-0962 089-941-5555渡部　浩太 渡部　浩太 平25.12. 9歯   小歯 診療所
     松山市枝松５丁目１番２２号 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平25.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19301-3549-1 どんぐり歯科クリニッ〒791-8017 089-989-5838栗田　頼生 栗田　頼生 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     ク 松山市西長戸町２９７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401-3550-9 田窪歯科医院 〒790-0002 089-941-4602医療法人　高與会　理高橋　宙丈 平26. 4. 2歯   矯歯 小歯診療所
     松山市二番町三丁目４番地１７ 常　勤:    3事長　高橋　宙丈 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平26. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501-3551-7 松村歯科医院 〒790-0003 089-932-3300松村　厚 松村　厚 平26. 3.25歯   矯歯 小歯診療所
     松山市三番町５丁目１－９ 常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平26. 3.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601-3552-5 北久米どい歯科 〒790-0923 089-955-6480土居　孝資 土居　孝資 平26. 5.12歯   矯歯 小歯診療所
     松山市北久米町２１７番地２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701-3553-3 井手歯科 〒799-2430 089-992-0026医療法人　洋仁会　理井手　正仁 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     松山市北条辻１３５２番地 常　勤:    2事長　井手　正仁 移動 現存
     (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801-3554-1 ひなた歯科クリニック〒791-8021 089-922-6600山本　龍介 山本　龍介 平26.11. 1歯   小歯 診療所
     松山市六軒家町４－１６Ｔ．Ｓビ常　勤:    1 新規 現存
     ル (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901-3555-8 医療法人順風会　天山〒790-0951 089-935-8020医療法人　順風会　理菊池　利季 平27. 4. 1歯   診療所
     歯科クリニック 松山市天山二丁目４番１７号 常　勤:    1事長　宇都宮　一泰 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001-3556-6 みなと歯科医院 〒791-4501 089-997-1070澤田　大定 澤田　大定 平27. 4. 1歯   診療所
     松山市中島大浦３０３５番地６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101-3557-4 みかん歯科クリニック〒791-0245 089-948-9440寺谷　豪 寺谷　豪 平27. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市南梅本町甲１３１５－３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201-3558-2 松田歯科医院 〒790-0813 089-931-2890松田　典憲 松田　典憲 平27. 4. 1歯   診療所
     松山市萱町１丁目５番地１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
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  20301-3559-0 パークサイド歯科 〒790-0854 089-986-7888東　祐介 東　祐介 平27.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     松山市岩崎町２丁目１１番１０号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401-3560-8 くりの木歯科医院 〒790-0065 089-994-5800栗原　幸司 栗原　幸司 平27.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     松山市宮西１丁目５番１２号　グ常　勤:    1 新規 現存
     ランディア宮西１階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20501-3561-6 大森県庁前歯科 〒790-0001 089-907-8217大森　啓明 大森　啓明 平27.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市一番町４－１－５　一誠ビ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ル２Ｆ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601-3562-4 ＫＡＮＥＫＯ　ＤＥＮ〒790-0012 089-934-4618金子　一平 金子　一平 平28. 1. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ＴＡＬ　ＯＦＦＩＣＥ松山市湊町４丁目２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701-3563-2 なのはな歯科クリニッ〒790-0056 089-993-5111中川　雅博 中川　雅博 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 松山市土居田町１０３番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801-3564-0 きくち歯科クリニック〒791-8006 089-995-8004菊地　朋宏 菊地　朋宏 平28. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市安城寺町９６３番地５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901-3565-7 すこやか歯科 〒791-1105 089-957-8817岡原　健至 岡原　健至 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     松山市北井門２丁目２１番２６号常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001-3566-5 ライフ歯科クリニック〒791-1102 089-970-2299医療法人　ライフ歯科大西　雅司 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     松山市来住町１２６７番地１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)大西　雅司 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101-3567-3 寺川歯科クリニック 〒790-0012 089-948-3381寺川　暢博 寺川　暢博 平28. 7. 1歯   小歯 診療所
     松山市湊町六丁目２番地２ミツワ常　勤:    1 移動 現存
     市駅西ビル１階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201-3568-1 いしかわ歯科クリニッ〒791-1102 089-976-6767石川　徹 石川　徹 平28.10.11歯   歯外 小歯診療所
     ク 松山市来住町１３７４番１３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21301-3569-9 木花歯科医院 〒790-0878 089-943-8787木花　八友 木花　八友 平28.10. 1歯   診療所
     松山市勝山町二丁目９番地１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401-3570-7 医療法人社団つばき会〒790-0053 089-909-4180医療法人社団つばき会東　一彦 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     　松山デンタルクリニ松山市竹原三丁目１７番３３号 常　勤:    1　理事長　木村　均 新規 現存
     ック (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501-3571-5 松山中平歯科クリニッ〒790-0011 089-915-0777中平　賢吾 中平　賢吾 平29. 2. 1歯   歯外 矯歯診療所
     ク 松山市千舟町四丁目４番地６共栄常　勤:    1 新規 小歯 現存
     興産千舟町ビル７Ｆ (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601-3572-3 光洋台デンタルクリニ〒799-2468 089-994-3777医療法人　光洋台デン石丸　元彦 平29. 1. 4歯   小歯 診療所
     ック 松山市小川甲２００番１ 常　勤:    1タルクリニック　理事 組織変更 現存
     (歯       1)長　石丸　元彦 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701-3573-1 末光歯科医院 〒791-1101 089-976-6480末光　弘宜 末光　弘宜 平29. 5. 1歯   診療所
     松山市久米窪田町６７５番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801-3574-9 関谷栄歯科 〒791-8036 089-965-2388医療法人　関谷栄歯科関谷　栄 平29. 7. 1歯   診療所
     松山市高岡町１７８番地３ 常　勤:    1　理事長　関谷　栄 移動 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901-3575-6 和田歯科・矯正歯科 〒790-0067 089-986-4010和田　修治 和田　修治 平29.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市大手町二丁目８番地５ その他 歯外 現存
     平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001-3576-4 はなみずき通り歯科ク〒790-0943 089-969-8800山下　正晃 山下　正晃 平29.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     リニック 松山市古川南一丁目１１番１２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101-3577-2 みやもと子ども歯科 〒791-0243 089-976-8241医療法人みやもと子ど宮本　茂広 平30. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     松山市平井町甲３３２２番地２ 常　勤:    2も歯科　理事長　宮本 組織変更 現存
     (歯       2)　茂広 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201-3578-0 みやた歯科 〒790-0921 089-976-2022宮田　勇一 宮田　勇一 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     松山市福音寺町４１番１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
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  22301-3579-8 長谷川歯科医院 〒791-8022 089-925-7600長谷川　博一 長谷川　博一 平30. 5. 1歯   小歯 診療所
     松山市美沢二丁目６番２３号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401-3810-7 愛媛県歯科医師会　愛〒790-0014 089-932-5047愛媛県歯科医師会　会是澤　惠三 昭53. 4. 6歯   診療所
     媛県口腔保健センター松山市柳井町二丁目６－２ 常　勤:    2長　是澤　惠三 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 6
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501-3812-3 医療法人　淳和会　須〒790-0807 089-924-5207医療法人　淳和会　理須之内　淳二 昭56. 7. 1歯   診療所
     之内歯科医院 松山市平和通一丁目５番地３３ 常　勤:    3事長　須之内　淳二 交代 現存
     (歯       3) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601-3818-0 尾崎歯科医院 〒791-1136 089-963-1020医療法人　尾崎歯科医尾崎　徳任 平 2. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     松山市上野町甲２０６番地１ 常　勤:    1院　理事長　尾崎　徳 交代 歯外 現存
     (歯       1)任 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701-3819-8 みちだ矯正小児歯科 〒790-0067 089-921-4500医療法人　みちだ矯正道田　寿彦 平 2. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市大手町一丁目８番地４ 常　勤:    4小児歯科　理事長　道 交代 現存
     (歯       4)田　寿彦 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22801-3820-6 松廣歯科医院 〒790-0807 089-925-1700医療法人　松廣歯科医松廣　浩二 平 2. 1. 1歯   診療所
     松山市平和通六丁目７番地３ 常　勤:    1院　理事長　松廣　浩 交代 現存
     (歯       1)二 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901-3821-4 石川歯科 〒791-0101 089-977-6555医療法人　石川歯科医石川　圭吾 平 2. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市溝辺町甲３２３番地１３ 常　勤:    1院　理事長　石川　圭 交代 現存
     (歯       1)吾 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23001-3822-2 たにもと歯科 〒790-0941 089-957-0002医療法人　たにもと歯谷本　満彦 平 2. 1. 1歯   小歯 診療所
     松山市和泉南一丁目１６番２３号常　勤:    1科　理事長　谷本　満 交代 現存
     (歯       1)彦 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23101-3823-0 きはら歯科クリニック〒791-8044 089-971-4180医療法人　英知会　理木原　竜太 平 2. 1. 1歯   小歯 診療所
     松山市西垣生町５３９番地４ 常　勤:    2事長　木原　竜太 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
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  23201-3824-8 木原歯科医院 〒791-8013 089-925-0180医療法人　木原歯科医村上　さやか 平 2. 1. 1歯   診療所
     松山市山越五丁目１６番１０号 常　勤:    2院　理事長　村上　さ 交代 現存
     (歯       2)やか 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23301-3825-5 兵頭歯科医院 〒791-8017 089-925-8148医療法人　清流会　理兵頭　享治 平 2. 1. 1歯   診療所
     松山市西長戸町４０２番地１１ 常　勤:    4事長　兵頭　享治 交代 現存
     (歯       4) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23401-3828-9 サトウ歯科 〒790-0963 089-945-6480医療法人　サトウ歯科佐藤　潔 平 2. 2. 1歯   診療所
     松山市小坂四丁目１８番３２号 常　勤:    2　理事長　佐藤　潔 交代 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23501-3829-7 やんべ歯科医院 〒791-8004 089-923-3212医療法人　やんべ歯科山家　文彦 平 2. 2. 1歯   診療所
     松山市鴨川一丁目５番２５号 常　勤:    1医院　理事長　山家　 交代 現存
     (歯       1)文彦 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23601-3831-3 忽那歯科医院 〒790-0014 089-932-5155医療法人　忽那歯科医忽那　賢一郎 平 2.12. 1歯   診療所
     松山市柳井町３丁目６番地５ 常　勤:    2院　理事長　忽那　賢 交代 現存
     (歯       2)一郎 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23701-3832-1 野村歯科 〒790-0067 089-931-6090医療法人　野村歯科　野村　直弘 平 2.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     松山市大手町１丁目１２番地７ 常　勤:    3理事長　野村　泰慎 交代 現存
     (歯       3) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23801-3833-9 大谷歯科矯正歯科 〒790-0941 089-957-3252医療法人　丹心会　理大谷　武夫 平 2.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市和泉南六丁目２番６号 常　勤:    3事長　大谷　武夫 交代 現存
     (歯       3) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23901-3835-4 丸尾歯科 〒790-0951 089-931-5551医療法人　丸尾歯科　丸尾　傅 平 2.12. 1歯   診療所
     松山市天山三丁目９番３１号 常　勤:    2理事長　丸尾　傅 交代 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24001-3836-2 松本歯科医院 〒790-0925 089-976-8011医療法人　松本歯科医松本　悟一 平 2.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     松山市鷹子町８３６番地 常　勤:    2院　理事長　松本　悟 交代 現存
     (歯       2)一 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24101-3837-0 日野満歯科医院 〒790-0878 089-931-6633医療法人　日野満歯科日野　満 平 2.12. 1歯   診療所
     松山市勝山町二丁目４番地１ 常　勤:    1医院　理事長　日野　 交代 現存
     (歯       1)満 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24201-3838-8 井伊歯科医院 〒790-0944 089-958-2600医療法人　井伊歯科医井伊　健一 平 2.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     松山市古川西１丁目１０番５号 常　勤:    1院　理事長　井伊　健 交代 現存
     (歯       1)一 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24301-3839-6 岡田歯科医院 〒799-2662 089-979-6480医療法人社団　光紀会岡田　修 平 4. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市太山寺町８８０番地１ 常　勤:    1　理事長　岡田　修 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24401-3840-4 グリーン歯科クリニッ〒791-1125 089-963-4180医療法人　グリーン歯尾崎　忠良 平 4. 2. 1歯   小歯 診療所
     ク 松山市小村町３３１番地１ 常　勤:    2科クリニック　理事長 交代 現存
     (歯       2)　尾崎　忠良 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24501-3841-2 はまだ歯科 〒791-1104 089-956-6480医療法人　はまだ歯科濱田　寿通 平 4. 2. 1歯   診療所
     松山市北土居一丁目１番２９号 常　勤:    1　理事長　濱田　寿通 交代 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24601-3842-0 伊藤歯科医院 〒790-0044 089-974-0204医療法人　伊藤歯科医伊藤　泰司 平 4. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     松山市余戸東４丁目１番１号 常　勤:    2院　理事長　伊藤　泰 交代 歯外 現存
     (歯       2)司 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24702-3032-6 竹内歯科医院 〒794-0057 0898-31-8855竹内　鬼子雄 竹内　鬼子雄 昭35.10. 1歯   診療所
     今治市泉川町一丁目１番７号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24802-3055-7 矢原歯科医院 〒794-0055 0898-31-9055矢原　英伯 矢原　英伯 昭52. 3.18歯   矯歯 小歯診療所
     今治市中日吉３丁目６－３７ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24902-3059-9 町谷歯科医院 〒799-1537 0898-47-0801石垣　秀三郎 石垣　秀三郎 昭54. 9. 1歯   診療所
     今治市宮ケ崎町甲５５５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25002-3064-9 清水歯科医院 〒794-0081 0898-33-1071清水　信興 清水　信興 昭55. 7.17歯   診療所
     今治市阿方５８１－３ 常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平28. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25102-3065-6 藤倉歯科医院 〒794-0015 0898-32-8484藤倉　隆 藤倉　隆 昭56. 1. 5歯   診療所
     今治市常盤町四丁目９番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 5
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  25202-3067-2 宮崎歯科 〒794-0055 0898-23-2020宮崎　卓爾 宮崎　卓爾 昭56. 3.27歯   診療所
     今治市中日吉町一丁目２番１２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25302-3068-0 中村歯科 〒799-1511 0898-47-2112中村　稔 中村　稔 昭56. 5.13歯   診療所
     今治市上徳樋ケ内甲４２番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25402-3070-6 亀田歯科医院 〒794-0054 0898-23-2589亀田　孝翁 亀田　孝翁 昭56. 9. 7歯   診療所
     今治市北日吉町一丁目７の２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25502-3073-0 愛和歯科医院 〒794-0015 0898-23-6480山本　昌司 山本　昌司 昭57. 2. 1歯   診療所
     今治市常盤町４丁目８番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25602-3074-8 おおた歯科 〒794-0026 0898-31-6740太田　光 太田　光 昭57. 5. 1歯   診療所
     今治市別宮町２丁目４番３号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25702-3075-5 杉野歯科医院 〒799-2117 0898-41-5505杉野　工 杉野　工 昭57. 7. 5歯   診療所
     今治市地堀１丁目３－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25802-3078-9 日吉歯科医院 〒794-0015 0898-24-1588越智　宣之 越智　宣之 昭58. 2. 1歯   診療所
     今治市常盤町７丁目１－４１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25902-3079-7 野間歯科医院 〒794-0006 0898-32-8750野間　道博 野間　道博 昭58. 4. 1歯   診療所
     今治市石井町１丁目１－７１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26002-3083-9 富田歯科 〒799-1511 0898-48-3788有元　徹也 有元　徹也 昭60. 6. 1歯   診療所
     今治市上徳乙１０４番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26102-3084-7 城東歯科医院 〒794-0801 0898-33-0500井出　勇次 井出　勇次 昭60. 7. 1歯   診療所
     今治市東鳥生２丁目２－２３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26202-3086-2 国延歯科医院 〒794-0025 0898-32-5440国延　明正 国延　明正 昭60.11. 1歯   診療所
     今治市大正町２丁目１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
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  26302-3087-0 博愛歯科医院 〒794-0042 0898-22-1124井出　博文 井出　博文 昭61. 3. 1歯   診療所
     今治市旭町１丁目５－１８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26402-3088-8 山内歯科医院 〒794-0824 0898-22-7832山内　誓 山内　誓 昭61. 6. 1歯   診療所
     今治市石橋町１丁目３－２２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26502-3089-6 今治東歯科医院 〒799-1523 0898-47-2510正岡　清治 正岡　清治 昭61. 8. 1歯   診療所
     今治市郷桜井四丁目２番８号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26602-3091-2 越智歯科医院 〒794-0027 0898-22-5265越智　斉 越智　斉 昭61. 9. 1歯   診療所
     今治市南大門町一丁目６番２３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26702-3092-0 柳原歯科医院 〒799-1511 0898-47-4007柳原　雅則 柳原　雅則 昭62.11. 1歯   診療所
     今治市上徳甲３９４番地８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26802-3093-8 鯉池歯科 〒794-0059 0898-23-0418阿部　浩人 阿部　浩人 昭63. 2. 1歯   診療所
     今治市鯉池町三丁目１番４３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26902-3094-6 喜田村歯科医院 〒799-1502 0898-48-3939越智　幸一 越智　幸一 昭63. 3. 1歯   診療所
     今治市喜田村５丁目１６番２９号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27002-3095-3 高瀬歯科医院 〒794-0007 0898-33-3365高瀬　譲 高瀬　譲 昭63. 4. 1歯   診療所
     今治市近見町二丁目１番５２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27102-3096-1 河北歯科医院 〒794-0081 0898-24-1313河北　貫次郎 河北　貫次郎 昭63. 4. 1歯   診療所
     今治市阿方甲１９６番地７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27202-3099-5 山田歯科医院 〒794-0044 0898-23-8680山田　典幸 山田　典幸 昭63. 8. 1歯   診療所
     今治市蔵敷町１丁目７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27302-3101-9 別府歯科医院 〒794-0065 0898-31-0355別府　逸志 別府　逸志 昭63. 8. 1歯   診療所
     今治市別名１９９－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27402-3102-7 小泉歯科医院 〒794-0064 0898-22-8148山崎　慎一 山崎　慎一 昭63.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     今治市小泉４丁目５－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27502-3103-5 鳥生歯科医院 〒794-0812 0898-23-4030越智　龍彦 越智　龍彦 平元. 8. 1歯   診療所
     今治市北高下町三丁目３番２９号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27602-3104-3 広小路歯科医院 〒794-0024 0898-24-1212村上　稔 村上　稔 平元.12. 1歯   診療所
     今治市共栄町一丁目３番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27702-3105-0 ビーバー歯科クリニッ〒799-2112 0898-41-5588岡　賢 岡　賢 平 2. 3. 1歯   診療所
     ク 今治市波止浜一丁目４２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27802-3107-6 八木歯科医院 〒794-0084 0898-31-3124八木　三五 八木　三五 平 2.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     今治市延喜乙４７３－２ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27902-3108-4 宮木歯科診療所 〒794-0021 0898-22-2582宮木　均 宮木　均 平 3. 1. 1歯   診療所
     今治市米屋町三丁目２番地２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28002-3109-2 たちばな歯科 〒794-0803 0898-33-4180山田　敏人 山田　敏人 平 3. 5. 1歯   診療所
     今治市北鳥生町三丁目４番２２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28102-3110-0 大岡歯科医院 〒794-0026 0898-22-2727大岡　俊夫 大岡　俊夫 平 3. 7. 1歯   診療所
     今治市別宮町６丁目１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28202-3112-6 赤瀬歯科医院 〒799-1521 0898-48-3748赤瀬　公計 赤瀬　公計 平 3. 8. 1歯   診療所
     今治市古國分２丁目１－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28302-3113-4 鴨頭矯正歯科医院 〒794-0015 0898-23-9448鴨頭　和利 鴨頭　和利 平 3. 9. 1矯歯 診療所
     今治市常盤町３丁目６－１６　小常　勤:    1 新規 現存
     川ビル２Ｆ (歯       1) 平24. 9. 1
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  28402-3114-2 大内歯科医院 〒794-0041 0898-22-3256医療法人　医座山会　大内　高明 平 4. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     今治市松本町２丁目１－７ 常　勤:    1大内歯科医院　大内　 交代 現存
     (歯       1)高明 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28502-3116-7 たくぼ小児歯科・歯科〒794-0043 0898-22-3457田窪　二郎 田窪　二郎 平 5. 5. 1歯   小歯 診療所
     今治市南宝来町三丁目２番地６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28602-3117-5 医療法人　山本歯科医〒794-0025 0898-32-6233医療法人　山本歯科医山本　律夫 平 5. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     院 今治市大正町三丁目１番１３号 常　勤:    1院　理事長　山本　律 交代 現存
     (歯       1)夫 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28702-3118-3 医療法人　渡邊歯科医〒794-0043 0898-33-0033医療法人　渡邊歯科医渡邊　道信 平 6. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     院 今治市南宝来町一丁目８番地１ 常　勤:    1院　理事長　渡邊　道 交代 現存
     (歯       1)信 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28802-3121-7 こぐま小児歯科 〒799-1513 0898-47-0220医療法人　こぐま小児渡邊　正知 平 6. 3. 1小歯 診療所
     今治市松木３３４番地５ 常　勤:    2歯科　理事長　渡邊　 交代 現存
     (歯       2)正知 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28902-3122-5 日野歯科医院 〒799-1522 0898-48-1268日野　哲雄 日野　哲雄 平 7.12. 1歯   診療所
     今治市桜井五丁目５番４３号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29002-3123-3 ぜんいち歯科医院 〒794-0054 0898-33-4567兵頭　禅一 兵頭　禅一 平 9. 2. 1歯   診療所
     今治市北日吉町１丁目２４番１２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29102-3125-8 久米歯科医院 〒794-0028 0898-33-5588久米　操 久米　操 平10. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     今治市北宝来町二丁目３ー１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29202-3126-6 小山歯科医院 〒794-0821 0898-31-8231医療法人　小山歯科医小山　弟二 平11. 2. 1歯   診療所
     今治市立花町三丁目７番４１号 常　勤:    2院　理事長　小山　弟 交代 現存
     (歯       2)二 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29302-3127-4 あさひ歯科 〒794-0054 0898-25-6825馬越　智弘 馬越　智弘 平11.11. 1歯   診療所
     今治市北日吉町二丁目５番４２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
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  29402-3128-2 羽倉歯科医院 〒799-2118 0898-36-5151羽倉　隆昌 羽倉　隆昌 平11.12. 1歯   小歯 診療所
     今治市波止浜１１－１６９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29502-3130-8 井出歯科医院 〒794-0042 0898-22-1034井出　康三 井出　康三 平12. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     今治市旭町一丁目５番地７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29602-3131-6 唐子歯科医院 〒799-1506 0898-47-0466安藤　貴代士 安藤　貴代士 平13. 5. 1歯   診療所
     今治市東村南１－１０－１６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29702-3133-2 馬越歯科医院 〒794-0026 0898-22-1208馬越　務 馬越　務 平17. 1. 1歯   診療所
     今治市別宮町一丁目１番地１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29802-3136-5 ＪＡおちいまばり歯科〒794-0004 0898-24-0020越智今治農業協同組合内田　光春 平18. 1. 1歯   診療所
     診療所 今治市鐘場町一丁目２番地９ 常　勤:    1　代表理事　黒川　俊 新規 現存
     (歯       1)継 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29902-3137-3 藤原歯科医院 〒794-0017 0898-22-2591藤原　昭彦 藤原　昭彦 平18. 1.16歯   診療所
     今治市風早町二丁目１番２０号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30002-3138-1 村上歯科医院 〒799-2206 0898-53-5495村上　修一 村上　修一 平18. 3. 1歯   診療所
     今治市大西町脇甲８２９番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30102-3139-9 ごう歯科医院 〒794-0825 0898-34-7123小林　英樹 小林　英樹 平18.11. 1歯   診療所
     今治市郷六ケ内町三丁目３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30202-3140-7 丹歯科医院 〒794-0037 0898-23-0648髙橋　千昭 髙橋　千昭 平18.10.28歯   小歯 歯外診療所
     今治市黄金町三丁目４－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24.10.28
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30302-3142-3 林歯科医院 〒794-0042 0898-32-1131医療法人藤枝会　理事藤枝　晃 平19. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     今治市旭町三丁目１番地２０ 常　勤:    1長　藤枝　晃 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30402-3143-1 医療法人社団　重松歯〒794-0037 0898-22-1773医療法人社団　重松歯重松　佳樹 平20. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     科医院 今治市黄金町１丁目４番地１０ 常　勤:    1科医院　理事長　重松 組織変更 現存
     (歯       1)　佳樹 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30502-3146-4 小澤歯科医院 〒794-0036 0898-23-2948小澤　響 小澤　響 平22. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     今治市通町１丁目３番地８号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30602-3147-2 村瀬歯科医院 〒794-0823 0898-23-5001医療法人　村瀬歯科医村瀬　隆夫 平23. 4. 1歯   矯歯 診療所
     今治市郷本町三丁目２番１０号 常　勤:    1院　理事長　村瀬　隆 新規 現存
     (歯       1)夫 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30702-3148-0 おんまや歯科クリニッ〒794-0034 0898-33-3883渡邉　泰彦 渡邉　泰彦 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 今治市美須賀町四丁目１番１６号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30802-3149-8 ときわ歯科医院 〒794-0015 0898-32-8848矢野　淳也 矢野　淳也 平24. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     今治市常盤町６丁目５番２８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30902-3150-6 ＪＡおちいまばり伯方〒794-2302 0897-72-3378越智今治農業協同組合豊冨　主税 平25. 8. 1歯   診療所
     歯科診療所 今治市伯方町叶浦甲１６６６番地常　勤:    1　代表理事理事長　黒 新規 現存
     ４ (歯       1)川　俊継 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31002-3151-4 大町歯科クリニック 〒794-0826 0898-35-4618越智　浩史 越智　浩史 平26. 4. 2歯   小歯 診療所
     今治市郷新屋敷町３丁目４番３６常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平26. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31102-3152-2 ひかり歯科医院 〒799-1535 0898-47-2225医療法人　眞歯会　理品川　勝美 平26. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     今治市登畑甲１３１番地１ 常　勤:    1事長　品川　勝美 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31202-3153-0 重松歯科医院 〒794-2203 0897-86-3800重松　均 重松　均 平26.12. 1歯   診療所
     今治市宮窪町宮窪２８２２の２番常　勤:    1 新規 現存
     地 (歯       1) 平26.12. 1
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  31302-3155-5 藤沢歯科 〒794-0036 0898-32-4619藤澤　雅人 藤澤　雅人 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     今治市通町２丁目３－３３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31402-3156-3 きぬぼし歯科 〒794-0813 0898-24-1814重松　伸寛 重松　伸寛 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     今治市衣干町三丁目２番８号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31502-3802-2 一般社団法人　今治市〒794-0802 0898-23-6961一般社団法人　今治市宮崎　卓爾 昭46. 8. 1歯   診療所
     歯科医師会歯科診療所今治市南鳥生町二丁目３番６号 常　勤:    1歯科医師会　会長　宮 現存
     (歯       1)崎　卓爾 平28. 8. 1
     非常勤:   56
     (歯      56)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31602-3803-0 共栄歯科医院 〒794-0024 0898-24-1555医療法人　共栄歯科医越智　章二 平 2. 1. 1歯   診療所
     今治市共栄町二丁目２番地の３７常　勤:    1院　理事長　越智　章 交代 現存
     (歯       1)二 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31702-3804-8 まき歯科 〒794-0840 0898-32-6480医療法人　まき歯科　真木　俊二 平 2. 1. 1歯   診療所
     今治市中寺３４２番地 常　勤:    2理事長　真木　俊二 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31802-3805-5 中平歯科医院 〒794-0005 0898-31-9830医療法人　中平歯科　多保　絵美 平 2. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     今治市大新田町四丁目２番１３号常　勤:    1中平　宏 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31903-3046-4 櫻井歯科医院 〒798-0035 0895-25-6630櫻井　健二 櫻井　健二 昭50.11. 1歯   診療所
     宇和島市新町一丁目３番 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32003-3053-0 松沢歯科医院 〒798-0033 0895-22-2757松沢　征 松沢　征 昭58. 4.22歯   診療所
     宇和島市鶴島町６－７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32103-3056-3 ますだ歯科医院 〒798-0031 0895-23-2255枡田　茂穂 枡田　茂穂 昭60. 7. 1歯   診療所
     宇和島市栄町港２－２－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  32203-3057-1 二宮歯科 〒798-0005 0895-22-0764二宮　半三 二宮　半三 昭61. 8. 1歯   診療所
     宇和島市築地町二丁目２番３０号常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32303-3059-7 いわむら歯科医院 〒798-0050 0895-22-2304岩村　浩年 岩村　浩年 昭63. 9.16歯   診療所
     宇和島市堀端町１－２９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32403-3062-1 竹内歯科 〒798-0015 0895-25-5200竹内　慎治 竹内　慎治 平元. 9. 1歯   診療所
     宇和島市和霊元町一丁目２番１２常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32503-3064-7 上田歯科クリニック 〒798-0042 0895-22-3409上田　慎士 上田　慎士 平 2.11. 1歯   診療所
     宇和島市愛宕町三丁目２の１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32603-3065-4 番城歯科クリニック 〒798-0075 0895-23-2860宇都宮　章 宇都宮　章 平 3.10. 1歯   診療所
     宇和島市川内１０７９－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32703-3066-2 山上歯科医院 〒798-0007 0895-23-4182山上　毅 山上　毅 平 4. 8. 1歯   小歯 診療所
     宇和島市寿町二丁目２番３号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32803-3067-0 岡森歯科医院 〒798-0003 0895-23-4181岡森　光生 岡森　光生 平 5. 9. 1歯   診療所
     宇和島市住吉町一丁目８番１８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32903-3068-8 佐々木歯科医院 〒798-0075 0895-22-3433医療法人　佐々木歯科佐々木　恵造 平 6. 2. 1歯   診療所
     宇和島市川内甲１１００番地４ 常　勤:    1医院　理事長　佐々木 交代 現存
     (歯       1)　恵造 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33003-3069-6 青野歯科クリニック 〒798-0088 0895-22-2588青野　茂樹 青野　茂樹 平 7. 5. 1歯   小歯 診療所
     宇和島市保手二丁目３番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33103-3070-4 霜村歯科医院 〒798-0015 0895-22-8405霜村　一郎 霜村　一郎 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     宇和島市和霊元町四丁目１番３号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33203-3072-0 ライオン歯科 〒798-0040 0895-23-6480三原　宏之 三原　宏之 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     宇和島市中央町二丁目５０４番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
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  33303-3073-8 久保歯科医院 〒798-0060 0895-22-1217久保　好司 久保　好司 平 8. 8. 1歯   小歯 診療所
     宇和島市丸ノ内一丁目２番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33403-3074-6 小浦歯科医院 〒798-0013 0895-23-8011小浦　忠宗 小浦　忠宗 平11. 4. 1歯   小歯 診療所
     宇和島市御幸町二丁目７番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33503-3076-1 かしま歯科医院 〒798-0007 0895-25-8181鹿島　孝重 鹿島　孝重 平14.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇和島市寿町１－３－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33603-3077-9 もりもと歯科 〒798-0032 0895-22-4001森本　真二 森本　真二 平16. 7. 1歯   診療所
     宇和島市恵美須町一丁目４番１８常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33703-3078-7 みやたに歯科医院 〒799-3702 0895-52-1005宮谷　信太朗 宮谷　信太朗 平17. 9. 1歯   小歯 診療所
     宇和島市吉田町西小路４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33803-3083-7 睦美歯科医院 〒798-0032 0895-25-2323是澤　政勝 是澤　政勝 平18.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇和島市恵美須町二丁目５番８号常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33903-3085-2 末広歯科医院 〒798-0037 0895-20-1112末廣　尚 末廣　尚 平20. 1. 1歯   矯歯 診療所
     宇和島市丸穂町４丁目２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34003-3086-0 山本歯科医院 〒798-0040 0895-22-1505山本　重夫 山本　重夫 平20.10.15歯   小歯 診療所
     宇和島市中央町１丁目９－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34103-3087-8 国松歯科医院 〒798-3301 0895-32-2008國松　佳司 國松　佳司 平21. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     宇和島市津島町岩松７２１－２ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34203-3088-6 河野歯科医院 〒798-0035 0895-24-2266河野　裕輔 河野　裕輔 平21.10. 1歯   診療所
     宇和島市新町１丁目５－２４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34303-3091-0 ハーブ歯科 〒798-0081 0895-23-4600藤本　香保里 藤本　香保里 平23. 6. 1歯   小歯 診療所
     宇和島市中沢町一丁目２番地１１常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34403-3092-8 あべ歯科医院 〒798-0040 0895-24-4188阿部　梓 阿部　梓 平23.10.26歯   小歯 診療所
     宇和島市中央町二丁目１０７番地常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.10.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34503-3093-6 なかお歯科クリニック〒798-0077 0895-27-2118中尾　美鈴 中尾　美鈴 平27. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇和島市保田甲１０２２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34603-3095-1 高田矯正歯科クリニッ〒798-0077 0895-27-3317二神　昌幸 二神　昌幸 平28. 7. 1歯   矯歯 診療所
     ク 宇和島市保田甲１９１６番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34703-3804-6 林歯科医院 〒798-0034 0895-22-0962医療法人　林歯科医院林　敬人 平 2. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇和島市錦町４番２３号 常　勤:    2　理事長　林　敬人 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34803-3805-3 橋田歯科 〒798-0033 0895-22-0168医療法人　橋田歯科　橋田　薫 平 2. 1. 1歯   診療所
     宇和島市鶴島町５番４号 常　勤:    1理事長　橋田　薫 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34903-3806-1 永木歯科医院 〒798-0040 0895-24-5166医療法人　永木歯科医永木　庸一郎 平 2. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇和島市中央町一丁目５番５号 常　勤:    1院　理事長　永木　庸 交代 現存
     (歯       1)一郎 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35003-3807-9 百合田歯科医院 〒798-0024 0895-22-6480医療法人　百合田歯科百合田　伸之 平 4. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇和島市伊吹町９４６番地５ 常　勤:    1医院　理事長　百合田 交代 歯外 現存
     (歯       1)　伸之 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35103-3808-7 松田歯科医院 〒798-0060 0895-25-7850医療法人　松田歯科医松田　古十郎 平 4. 2. 1歯   診療所
     宇和島市丸之内４－１－１９ 常　勤:    1院　理事長　松田　古 交代 現存
     (歯       1)十郎 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35203-3809-5 吉田歯科 〒798-0083 0895-22-3418医療法人　吉田歯科　吉田　享史 平 4. 2. 1歯   小歯 診療所
     宇和島市夏目町２丁目７－９ 常　勤:    1理事長　吉田　享史 交代 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35304-3037-1 中野歯科医院 〒796-0026 0894-24-1191中野　雅晴 中野　雅晴 昭59.12. 1歯   診療所
     八幡浜市矢野町４２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35404-3040-5 矢野歯科医院 〒796-0000 0894-24-5188矢野　公一 矢野　公一 昭62. 6. 1歯   診療所
     八幡浜市下松影１１１２番地の４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35504-3041-3 勝村歯科医院 〒796-8020 0894-22-1248勝村　浅樹 勝村　浅樹 昭63. 3. 1歯   診療所
     八幡浜市郷西明寺四丁目３５８番常　勤:    1 新規 現存
     地３ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35604-3042-1 平井歯科医院 〒796-0010 0894-24-5858平井　尚昭 平井　尚昭 昭63.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八幡浜市松柏乙１０３６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35704-3043-9 大野歯科医院 〒796-0000 0894-22-4003大野　鎮世 大野　鎮世 昭63.10. 1歯   診療所
     八幡浜市下浜田町１３５５－２９常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35804-3045-4 土居歯科医院 〒796-0010 0894-24-1260土居　健夫 土居　健夫 平 2. 2. 1歯   矯歯 診療所
     八幡浜市松柏丙８１１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35904-3047-0 瀬尾歯科医院 〒796-0088 0894-24-4680瀬尾　達志 瀬尾　達志 平 4. 6. 1歯   診療所
     八幡浜市１３５２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36004-3048-8 宮部歯科医院 〒796-0074 0894-24-2315宮部　英明 宮部　英明 平 4.12. 1歯   歯外 診療所
     八幡浜市４３５番地１７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36104-3049-6 宇都宮歯科医院 〒796-8004 0894-24-6600宇都宮　忠司 宇都宮　忠司 平 5. 2. 1歯   診療所
     八幡浜市産業通１１番２９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36204-3050-4 菊池歯科医院 〒796-0037 0894-24-6800医療法人　菊池歯科医菊池　直人 平12. 2. 1歯   診療所
     八幡浜市字上浜田１２８０番地１常　勤:    1院　理事長　菊池　直 交代 休止
     ７　厳ビル２Ｆ (歯       1)人 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36304-3051-2 つかさ歯科医院 〒796-0076 0894-22-2466髙岡　裕司 髙岡　裕司 平12. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八幡浜市千代田町１４５８番地 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
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  36404-3052-0 髙岡歯科医院 〒796-0083 0894-22-0368髙岡　元文 髙岡　元文 平14. 5. 9歯   診療所
     八幡浜市１５２６－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36504-3054-6 福田歯科医院 〒796-0202 0894-36-1133福田　清文 福田　清文 平22. 1.12歯   診療所
     八幡浜市保内町宮内１番耕地２７常　勤:    1 移動 現存
     ３番地１ (歯       1) 平28. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36604-3055-3 上田歯科医院 〒796-8002 0894-22-0156上田　あや 上田　あや 平24.11. 1歯   診療所
     八幡浜市広瀬１－７－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36704-3057-9 新谷歯科医院 〒796-0088 0894-22-2197新谷　剛史 新谷　剛史 平28. 9.12歯   診療所
     八幡浜市１５６９番地－１１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 9.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36804-3804-4 王子の森歯科医院 〒796-8010 0894-24-3122医療法人　王子の森会清家　基宏 平 2.12. 1歯   診療所
     八幡浜市五反田１番耕地１番地２常　勤:    2　理事長　清家　康介 交代 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36905-3054-3 真鍋憲夫歯科医院 〒792-0812 0897-34-8148真鍋　憲夫 真鍋　憲夫 昭52.12. 1歯   診療所
     新居浜市坂井町１丁目５番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37005-3056-8 藤山歯科医院 〒792-0013 0897-32-3763藤山　伸夫 藤山　伸夫 昭53. 7.25歯   診療所
     新居浜市泉池町１番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37105-3057-6 高橋歯科医院 〒792-0812 0897-32-4329高橋　雅仁 高橋　雅仁 昭53.11. 1歯   診療所
     新居浜市坂井町二丁目２番４号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37205-3062-6 直野良信歯科医院 〒792-0834 0897-40-0257直野　良信 直野　良信 昭56. 6. 8歯   診療所
     新居浜市中西町２番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37305-3063-4 松田歯科診療所 〒792-0801 0897-33-2777松田　哲雄 松田　哲雄 昭56.11. 1歯   診療所
     新居浜市菊本町二丁目１番９ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37405-3069-1 藤村歯科医院 〒792-0017 0897-32-2227藤村　久夫 藤村　久夫 昭60. 5.31歯   診療所
     新居浜市若水町二丁目９番２７号常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 5.31
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  37505-3076-6 佐藤歯科医院 〒792-0017 0897-32-3556佐藤　英樹 佐藤　英樹 昭63. 6. 1歯   診療所
     新居浜市若水町二丁目５番３０号常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37605-3077-4 山下歯科クリニック 〒792-0828 0897-43-0115山下　精一郎 山下　精一郎 平元. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     新居浜市松原町４－４８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37705-3081-6 宇野歯科医院 〒792-0886 0897-41-4419宇野　義治 宇野　義治 平 2. 4. 1歯   診療所
     新居浜市郷二丁目甲９００番１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37805-3083-2 岡歯科クリニック 〒792-0872 0897-46-2277岡　卓哉 岡　卓哉 平 3. 5. 1歯   診療所
     新居浜市垣生二丁目１２番３８号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37905-3084-0 いんなみ森田歯科 〒792-0023 0897-37-6480森田　守直 森田　守直 平 3.12. 1歯   診療所
     新居浜市繁本町７－４５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38005-3085-7 岡嶋歯科医院 〒792-0045 0897-41-6365医療法人　星陵会　理岡嶋　早貴夫 平 4. 4. 1歯   診療所
     新居浜市中萩町１番７号 常　勤:    1事長　岡嶋　早貴夫 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38105-3086-5 中川歯科医院 〒792-0050 0897-44-7708中川　徹也 中川　徹也 平 4. 8. 1歯   診療所
     新居浜市萩生２７４２番地３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38205-3088-1 もりもと歯科クリニッ〒792-0866 0897-36-1200森本　浩嗣 森本　浩嗣 平 5. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 新居浜市宇高町三丁目１１６６番常　勤:    1 新規 現存
     １２号 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38305-3089-9 白石歯科医院 〒792-0893 0897-46-3533医療法人　白愛会　理白石　亨 平 5. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     新居浜市多喜浜一丁目４番４０号常　勤:    3事長　白石　亨 交代 歯外 現存
     (歯       3) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38405-3092-3 眞鍋歯科医院 〒792-0826 0897-41-6525眞鍋　和夫 眞鍋　和夫 平 6. 1. 1歯   小歯 診療所
     新居浜市喜光地町一丁目１３番地常　勤:    1 新規 現存
     １２ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38505-3093-1 亀川歯科 〒792-0050 0897-41-8333医療法人　亀川歯科　亀川　義富 平 6. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     新居浜市萩生字岸ノ下１１３８番常　勤:    2理事長　亀川　義富 交代 現存
     ３ (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38605-3096-4 加藤歯科 〒792-0035 0897-34-4117医療法人　加藤歯科　加藤　智彦 平 8. 2. 1歯   小歯 診療所
     新居浜市西の土居町二丁目１番２常　勤:    4理事長　加藤　智彦 交代 現存
     号 (歯       4) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38705-3097-2 秀歯科医院 〒792-0041 0897-44-7896清水　秀則 清水　秀則 平 8. 5. 1歯   小歯 診療所
     新居浜市中村松木一丁目１３番４常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38805-3098-0 直野孝則歯科 〒792-0841 0897-40-6585直野　孝則 直野　孝則 平 8. 7. 1歯   診療所
     新居浜市中筋町一丁目６番３８号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38905-3099-8 直野佳美歯科診療所 〒792-0852 0897-40-1823直野　佳美 直野　佳美 平 9. 9. 1歯   診療所
     新居浜市東田二丁目１６０６－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39005-3102-0 山田歯科クリニック 〒792-0866 0897-33-1688山田　直司 山田　直司 平11. 2. 1歯   小歯 診療所
     新居浜市宇高町二丁目２番４６号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39105-3103-8 いまい歯科医院 〒792-0886 0897-33-1814医療法人　いまい歯科今井　洋一 平11. 2. 1歯   診療所
     新居浜市郷一丁目１番５１号 常　勤:    5医院　理事長　今井　 交代 現存
     (歯       5)洋一 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39205-3104-6 川向歯科医院 〒792-0044 0897-66-2025川向　一夫 川向　一夫 平11. 5. 1歯   診療所
     新居浜市中村四丁目５番４２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39305-3105-3 北村歯科医院 〒792-0017 0897-65-3489北村　好隆 北村　好隆 平11. 6. 1歯   診療所
     新居浜市若水町一丁目１番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39405-3106-1 いとう歯科医院 〒792-0811 0897-31-3978伊藤　圭 伊藤　圭 平12. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     新居浜市庄内町一丁目１２番５号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39505-3107-9 もり歯科 〒792-0829 0897-43-1015森　卓也 森　卓也 平13. 2. 1歯   診療所
     新居浜市松木町１－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39605-3108-7 さかい歯科クリニック〒792-0035 0897-32-6167坂井　伸五 坂井　伸五 平13. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     新居浜市西の土居町２－１６－２常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39705-3109-5 歯ならび矯正歯科医院〒792-0822 0897-41-8143医療法人歯顎会　理事和島　武毅 平13. 1.22矯歯 診療所
     新居浜市寿町１番４３号 常　勤:    2長　和島　武毅 交代 現存
     (歯       2) 平25. 1.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39805-3110-3 横川歯科矯正歯科クリ〒792-0823 0897-66-2024横川　博一 横川　博一 平13. 4. 1歯   矯歯 診療所
     ニック 新居浜市外山町１６番２５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39905-3111-1 ふじた歯科クリニック〒792-0805 0897-33-3100藤田　大蔵 藤田　大蔵 平13. 4. 1歯   小歯 診療所
     新居浜市八雲町５番３９号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40005-3112-9 林歯科クリニック 〒792-0050 0897-66-1500林　幸央 林　幸央 平13. 6. 1矯歯 小歯 歯外診療所
     新居浜市萩生５０９番地１ 常　勤:    1 新規 歯   現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40105-3113-7 林田歯科医院 〒792-0862 0897-32-2876伊藤　和美 伊藤　和美 平14. 1. 1歯   診療所
     新居浜市沢津町２丁目１０－２１常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40205-3114-5 ふくだ歯科 〒792-0021 0897-34-8020福田　大 福田　大 平14. 3. 1歯   小歯 診療所
     新居浜市泉宮町１－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40305-3116-0 桜木歯科クリニック 〒792-0865 0897-32-6003岡　修司 岡　修司 平15. 6. 1歯   診療所
     新居浜市桜木町１５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40405-3117-8 田口歯科 〒792-0811 0897-37-5550田口　斉 田口　斉 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     新居浜市庄内町５丁目２番５１号常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40505-3120-2 中西歯科矯正歯科 〒792-0012 0897-32-2432中西　正一 中西　正一 平17. 6. 1歯   矯歯 診療所
     新居浜市中須賀町二丁目２番２８常　勤:    2 交代 現存
     号 (歯       2) 平29. 6. 1
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  40605-3121-0 こあみ歯科医院 〒792-0031 0897-34-1611小網　達矢 小網　達矢 平18. 6. 1歯   診療所
     新居浜市高木町８番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40705-3124-4 すぎもり歯科クリニッ〒792-0008 0897-47-3960杉森　英一郎 杉森　英一郎 平19. 8. 1歯   診療所
     ク 新居浜市王子町３－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40805-3125-1 吉津歯科医院 〒792-0804 0897-34-3445吉津　宏 吉津　宏 平20. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     新居浜市田所町２－３８ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40905-3126-9 戒能歯科医院 〒792-0005 0897-34-5255戒能　正 戒能　正 平21. 1. 1歯   診療所
     新居浜市江口町４－１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41005-3128-5 こころ歯科医院 〒792-0826 0897-31-6480加藤　秀顕 加藤　秀顕 平21. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     新居浜市喜光地町１丁目５－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41105-3130-1 こんどう歯科医院 〒792-0862 0897-34-7711医療法人　こんどう歯近藤　尚文 平24. 1. 1歯   小歯 診療所
     新居浜市沢津町一丁目２番２７号常　勤:    1科医院　理事長　近藤 組織変更 現存
     (歯       1)　尚文 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41205-3131-9 そのだ歯科クリニック〒792-0022 0897-33-0070医療法人そのだ歯科ク薗田　弘 平25. 1. 1歯   診療所
     新居浜市徳常町９番８号 常　勤:    1リニック　理事長　薗 組織変更 現存
     (歯       1)田　弘 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41305-3132-7 こたに歯科医院 〒792-0825 0897-43-1811医療法人こたに歯科医小渓　徹彦 平26. 5. 1歯   診療所
     新居浜市星原町６番１５号 常　勤:    1院　理事長　小渓　徹 組織変更 現存
     (歯       1)彦 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41405-3133-5 花野歯科クリニック 〒792-0813 0897-31-8857花野　響子 花野　響子 平27.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     新居浜市下泉町一丁目８番５１号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41505-3134-3 青野歯科医院 〒792-0811 0897-33-0038青野　和郎 青野　和郎 平27.10.14歯   診療所
     新居浜市庄内町一丁目８番３５号常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41605-3135-0 おの歯科医院 〒792-0044 0897-47-5430小野　雅弘 小野　雅弘 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     新居浜市中村松木１－１１－２３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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  41705-3136-8 こもだデンタルオフィ〒792-0833 0897-43-2411薦田　祥博 薦田　祥博 平28. 4. 1歯   診療所
     ス宮原 新居浜市宮原町１－５８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41805-3137-6 しろした歯科 〒792-0888 0897-45-0168城下　優 城下　優 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     新居浜市田の上２丁目２－４４ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41905-3804-1 医療法人　はまゆう会〒792-0043 0897-41-6551医療法人　はまゆう会佐藤　哲夫 昭49. 1.10歯   診療所
     　佐藤歯科医院 新居浜市土橋１－１０－２４ 常　勤:    1　理事長　佐藤　哲夫 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42005-3806-6 浅井歯科医院 〒792-0856 0897-40-1451医療法人　浅井歯科医浅井　仁 平 2. 1. 1歯   診療所
     新居浜市船木甲２３６６番地１ 常　勤:    1院　理事長　浅井　仁 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42105-3807-4 安保歯科医院 〒792-0012 0897-33-6666医療法人　安保歯科医安保　光人 平 2. 1. 1歯   小歯 診療所
     新居浜市中須賀町二丁目２番６号常　勤:    2院　理事長　安保　光 交代 現存
     (歯       2)人 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42205-3808-2 松木歯科クリニック 〒792-0026 0897-32-3700医療法人　松木歯科ク松木　建二 平 2.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     新居浜市久保田町３丁目１０－３常　勤:    2リニック　理事長　松 交代 歯外 現存
     (歯       2)木　建二 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42306-3025-1 山川歯科医院 〒793-0030 0897-55-3270山川　倫宣 山川　倫宣 昭56. 6. 1歯   診療所
     西条市大町字川原町１３３４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42406-3028-5 松原歯科医院 〒793-0030 0897-55-1568松原　秀憲 松原　秀憲 昭58. 8. 1歯   診療所
     西条市大町７０９番地５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42506-3030-1 神野歯科医院 〒793-0041 0897-55-2585神野　茂 神野　茂 昭59. 5. 1歯   診療所
     西条市神拝甲３６８番地１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42606-3032-7 伊藤歯科クリニック 〒793-0010 0897-56-1952伊藤　久嗣 伊藤　久嗣 昭60. 8. 1歯   診療所
     西条市飯岡字原之段１２９５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42706-3033-5 近藤歯科医院 〒793-0030 0897-55-1830近藤　晃 近藤　晃 昭60.10. 1歯   診療所
     西条市大町字小川８４－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
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  42806-3034-3 渡辺歯科医院 〒793-0041 0897-56-0657渡辺　浩 渡辺　浩 昭61. 1. 1歯   診療所
     西条市神拝甲２７６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42906-3036-8 たちばな歯科医院 〒793-0065 0897-57-8899伊藤　史郎 伊藤　史郎 昭62. 1.17歯   矯歯 小歯診療所
     西条市楢木２５１番地の２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43006-3037-6 定成歯科医院 〒793-0042 0897-56-5977定成　隆 定成　隆 昭62. 7. 1歯   診療所
     西条市喜多川花園町３７４番地４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43106-3040-0 行本歯科医院 〒793-0030 0897-56-3323行本　安志 行本　安志 昭63. 5. 1歯   診療所
     西条市大町１６８５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43206-3043-4 堀江歯科医院 〒793-0041 0897-56-1748医療法人　堀江歯科医堀江　孝慈 平 7. 2. 1歯   診療所
     西条市神拝甲４４１－３ 常　勤:    2院　理事長　堀江　孝 交代 現存
     (歯       2)慈 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43306-3045-9 まなべ矯正歯科 〒793-0042 0897-55-7183眞鍋　明子 眞鍋　明子 平 8. 3. 1矯歯 診療所
     西条市喜多川８０３番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43406-3046-7 青野歯科医院 〒793-0073 0897-57-9903青野　新 青野　新 平 8. 8.12歯   診療所
     西条市氷見丙９９４番地１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 8.12
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43506-3047-5 さかもと歯科医院 〒793-0006 0897-52-1182坂本　達郎 坂本　達郎 平10.12. 1歯   小歯 診療所
     西条市下島山甲１４５９番地６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43606-3048-3 医療法人　相和会　高〒793-0073 0897-57-9506医療法人　相和会　理伊藤　康夫 平11. 1. 6歯   矯歯 小歯診療所
     橋歯科 西条市氷見丙６１８番地 常　勤:    1事長　伊藤　康夫 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43706-3049-1 西原歯科医院 〒793-0023 0897-55-3005医療法人　西原歯科医西原　茂昭 平12. 2. 1歯   矯歯 歯外診療所
     西条市明屋敷１６０番地２ 常　勤:    1院　理事長　西原　茂 交代 現存
     (歯       1)昭 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43806-3050-9 若原歯科クリニック 〒793-0001 0897-52-0885若原　浩文 若原　浩文 平13. 1. 1歯   矯歯 診療所
     西条市玉津２８０－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43906-3051-7 まつまえ歯科医院 〒793-0044 0897-58-2234松前　隆之 松前　隆之 平14. 2. 1歯   小歯 診療所
     西条市古川甲２２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44006-3053-3 たからだ歯科クリニッ〒793-0030 0897-58-6633宝田　学 宝田　学 平15. 2. 1歯   歯外 診療所
     ク 西条市大町８５６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44106-3054-1 みどり歯科医院 〒793-0010 0897-55-4400医療法人　みどり歯科松尾　美登利 平16. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西条市飯岡字岸之上３７６０番地常　勤:    1医院　理事長　松尾　 組織変更 現存
     １ (歯       1)美登利 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44206-3055-8 大谷歯科医院 〒791-0503 0898-68-1179大谷　恭子 大谷　恭子 平17. 8. 1歯   矯歯 診療所
     西条市丹原町今井３７６番地１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44306-3056-6 医療法人周健歯会藤岡〒799-1371 0898-68-3333医療法人周健歯会藤岡藤岡　幸弘 平18.12. 1歯   診療所
     歯科 西条市周布１７７５番地２ 常　勤:    1歯科　理事長　藤岡　 組織変更 現存
     (歯       1)幸弘 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44406-3057-4 医療法人純歯会にいぼ〒793-0053 0897-53-8510医療法人純歯会にいぼ新堀　純 平19. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     り歯科 西条市洲之内甲３０３番地４ 常　勤:    1り歯科　理事長　新堀 組織変更 現存
     (歯       1)　純 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44506-3058-2 深田歯科医院 〒799-1101 0898-72-2007深田　晃年 深田　晃年 平19. 5. 7歯   診療所
     西条市小松町新屋敷甲３２３－１常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44606-3060-8 坂田歯科診療所 〒793-0030 0897-55-3229清水　泰雅 清水　泰雅 平20. 1. 1歯   診療所
     西条市大町６９６－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44706-3062-4 能智歯科医院 〒793-0072 0897-57-9767稲井　豊文 稲井　豊文 平23. 3. 1歯   診療所
     西条市氷見乙１００１番地２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44806-3063-2 清水歯科医院 〒799-1341 0898-65-6480医療法人社団　創齒会清水　誠治 平23. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     西条市壬生川３４２番地 常　勤:    1　理事長　清水　誠治 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44906-3065-7 おち歯科医院 〒793-0025 0897-55-4088越智　健太郎 越智　健太郎 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     西条市栄町２５０番地ノースソレ常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     イユ紺屋町１０２ (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45006-3066-5 益田歯科 〒793-0026 0897-55-2584益田　将裕 益田　将裕 平27. 3.27歯   診療所
     西条市東町２８３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45106-3067-3 医療法人　山川リンタ〒793-0043 0897-47-4261医療法人山川リンタロ山川　倫太郎 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     ロー歯科診療所 西条市樋之口３７９番地１ 常　勤:    1ー歯科診療所　理事長 組織変更 現存
     (歯       1)　山川　倫太郎 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45207-3020-0 兵藤歯科医院 〒795-0064 0893-24-6822兵藤　正帛 兵藤　正帛 昭50.10. 9歯   診療所
     大洲市東大洲８４番地３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45307-3022-6 中川歯科 〒795-0054 0893-24-6300中川　健治 中川　健治 昭54. 9. 2歯   診療所
     大洲市中村５４５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45407-3025-9 長谷歯科医院 〒795-0063 0893-23-5378長谷　博文 長谷　博文 昭58. 5. 1歯   診療所
     大洲市田口甲３６４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45507-3027-5 久保歯科 〒795-0064 0893-25-2262久保　次生 久保　次生 昭59. 8. 1歯   診療所
     大洲市東大洲８５３番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45607-3030-9 上田歯科クリニック 〒795-0012 0893-24-7555上田　哲二郎 上田　哲二郎 昭61. 4. 1歯   診療所
     大洲市大洲８４２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45707-3032-5 山崎歯科医院 〒795-0000 0893-23-5478山崎　信雄 山崎　信雄 昭63. 4. 1歯   診療所
     大洲市柚ノ木３５８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45807-3034-1 かげうら歯科医院 〒795-0012 0893-23-3377影浦　毅 影浦　毅 平元. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大洲市大洲７２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45907-3035-8 肱川歯科クリニック 〒795-0081 0893-25-0880肱川　佳久 肱川　佳久 平元.11. 1歯   診療所
     大洲市菅田町菅田甲１９６１番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46007-3036-6 玉井歯科医院 〒795-0064 0893-23-2224玉井　清司 玉井　清司 平 2. 4. 1歯   診療所
     大洲市東大洲６５番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46107-3038-2 関歯科医院 〒795-0022 0893-24-7707関　真也 関　真也 平 3. 1. 1歯   小歯 診療所
     大洲市平野町平地１８番地第１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46207-3040-8 三瀬歯科クリニック 〒795-0041 0893-26-0844三瀬　誠司 三瀬　誠司 平 5. 4. 1歯   診療所
     大洲市八多喜町甲１０７番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46307-3041-6 今井歯科医院 〒795-0071 0893-25-3711医療法人　今井歯科医今井　貴彦 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     大洲市新谷１９１番 常　勤:    1院　理事長　今井　貴 交代 現存
     (歯       1)彦 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46407-3042-4 岡本歯科医院 〒795-0012 0893-24-4180医療法人　岡本会　理岡本　行人 平 7. 5. 1歯   診療所
     大洲市大洲１８番地１ 常　勤:    1事長　岡本　正規 交代 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46507-3043-2 尾崎歯科 〒795-0052 0893-23-3033医療法人　尾崎歯科　尾崎　昭造 平 8. 2. 1歯   診療所
     大洲市若宮４７１番地２ 常　勤:    1理事長　尾崎　昭造 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46607-3046-5 てらさか歯科医院 〒799-3401 0893-59-3511寺坂　弘司 寺坂　弘司 平18. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     大洲市長浜甲４０５番地３ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46707-3049-9 ふじもと歯科医院 〒795-0041 0893-26-0678藤本　秀幸 藤本　秀幸 平21. 9. 1歯   診療所
     大洲市八多喜町甲１４０番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46807-3051-5 二宮歯科クリニック 〒799-3401 0893-52-0855二宮　淳 二宮　淳 平23. 4. 1歯   診療所
     大洲市長浜甲６５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
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  46907-3052-3 久保徹歯科 〒795-0073 0893-25-2662久保　奈知子 久保　奈知子 平24. 2. 8歯   診療所
     大洲市新谷町甲１６番地 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 2. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47007-3053-1 ハロー歯科クリニック〒795-0064 0893-25-1184医療法人ハロー歯科ク上田　祐司 平24. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大洲市東大洲１６４９番地１ 常　勤:    1リニック　理事長　上 組織変更 現存
     (歯       1)田　祐司 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47107-3054-9 有馬歯科医院 〒795-0061 0893-25-6071医療法人　有馬歯科医有馬　徹 平26. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     大洲市徳森２４１３番地５ 常　勤:    1院　理事長　有馬　徹 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47207-3056-4 しおたファミリア歯科〒795-0071 0893-25-1771塩田　雄也 塩田　雄也 平28.11. 1歯   矯歯 歯外診療所
     ＆矯正歯科 大洲市新谷乙３６７番地１ 常　勤:    2 新規 小歯 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47307-3057-2 かめだ歯科クリニック〒795-0065 0893-25-0181医療法人社団　創和会亀田　創平 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     大洲市東若宮４番１ 常　勤:    1　理事長　亀田　創平 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47407-3058-0 くろだ歯科クリニック〒795-0064 0893-57-7575黒田　哲平 黒田　哲平 平29. 4. 7歯   小歯 診療所
     大洲市東大洲１１１７番地１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47508-3011-7 今村歯科医院 〒799-0113 0896-58-6333今村　泰三 今村　泰三 昭58.10. 4歯   診療所
     四国中央市妻鳥町１２６７番地３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47608-3012-5 鈴木歯科医院 〒799-0121 0896-58-3169鈴木　了 鈴木　了 昭62. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     四国中央市上分町３７６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47708-3014-1 熊本歯科医院 〒799-0101 0896-58-6487熊本　啓 熊本　啓 平元.12. 1歯   診療所
     四国中央市川之江町４０６９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47808-3016-6 山田歯科医院 〒799-0111 0896-58-8148山田　恭央 山田　恭央 平 5. 2. 1歯   診療所
     四国中央市金生町下分９１２番地常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47908-3017-4 医療法人　石川歯科 〒799-0121 0896-58-3023医療法人　石川歯科　石川　晋 平 6. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     四国中央市上分町５２５番地１ 常　勤:    1理事長　石川　晋 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48008-3018-2 野村デンタル医院 〒799-0101 0896-56-8241医療法人　野村デンタ野村　裕信 平 6. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     四国中央市川之江町２９７３番地常　勤:    1ル医院　理事長　野村 交代 歯外 現存
     １ (歯       1)　裕信 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48108-3019-0 さおの森歯科クリニッ〒799-0113 0896-56-5468長野　寛志 長野　寛志 平 6.10. 1歯   診療所
     ク 四国中央市妻鳥町２０９９－１５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48208-3021-6 医療法人　尚歯会　こ〒799-0113 0896-56-4970医療法人　尚歯会　理薦田　観治 平 7. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     もだ歯科医院 四国中央市妻鳥町１０２５－１ 常　勤:    1事長　薦田　観治 交代 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48308-3023-2 医療法人尚古会　坂歯〒799-0101 0896-58-2004医療法人　尚古会　理坂　宗尚 平 7.10.18歯   歯外 診療所
     科 四国中央市川之江町１８５６番地常　勤:    1事長　坂　宗尚 移動 現存
     １２ (歯       1) 平28.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48408-3027-3 うだか歯科医院 〒799-0101 0896-57-2322医療法人社団　伊義会宇高　義裕 平13. 4. 1歯   診療所
     四国中央市川之江町４０６９番地常　勤:    1　宇高　義裕 組織変更 現存
     ３５ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48509-3021-4 川上歯科 〒799-0431 0896-25-1527川上　師範 川上　師範 昭58. 2. 1歯   診療所
     四国中央市寒川町３８０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48609-3025-5 新田歯科医院 〒799-0421 0896-24-4811医療法人　共栄会　理新田　敏晴 平 6. 1. 1歯   診療所
     四国中央市三島金子２丁目８番６常　勤:    2事長　新田　敏晴 交代 現存
     １号 (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48709-3026-3 あべ歯科 〒799-0413 0896-23-0834阿部　幸蔵 阿部　幸蔵 平 6. 4. 1歯   診療所
     四国中央市中曽根町５１０１番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48809-3027-1 ノムラデンタルクリニ〒799-0404 0896-24-5750医療法人ノムラデンタ野村　信治 平 6. 4. 1歯   診療所
     ック 四国中央市三島宮川四丁目８番５常　勤:    1ルクリニック　理事長 交代 現存
     ７号 (歯       1)　野村　信治 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［愛媛県］

［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    49 頁

  48909-3028-9 三宅歯科クリニック 〒799-0405 0896-24-8420三宅　修司 三宅　修司 平 6.10. 1歯   診療所
     四国中央市三島中央５丁目５－３常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49009-3029-7 河村歯科クリニック 〒799-0435 0896-25-1182河村　敬三 河村　敬三 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     四国中央市豊岡町長田９２７番地常　勤:    1 新規 休止
     の１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49109-3030-5 坂田歯科医院 〒799-0405 0896-23-3522医療法人　坂田歯科医坂田　晋也 平 8. 3.21歯   矯歯 小歯診療所
     四国中央市三島中央三丁目１３番常　勤:    1院　理事長　坂田　晋 交代 歯外 現存
     ３０号 (歯       1)也 平29. 3.21
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49209-3031-3 佐々木歯科医院 〒799-0404 0896-23-7333佐々木　一行 佐々木　一行 平 8.10. 1歯   小歯 診療所
     四国中央市三島宮川三丁目１７番常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49309-3032-1 加地歯科医院 〒799-0413 0896-23-0880加地　淳一 加地　淳一 平 9. 6. 1歯   小歯 診療所
     四国中央市中曽根町５６４番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49409-3033-9 さくら歯科クリニック〒799-0431 0896-28-1293鈴木　淳也 鈴木　淳也 平10. 1. 1歯   小歯 診療所
     四国中央市寒川町１３３４番地の常　勤:    1 新規 現存
     ２１ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49509-3803-5 鎌倉歯科医院 〒799-0405 0896-24-2131医療法人　鎌倉歯科医鎌倉　健 平 2. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     四国中央市三島中央五丁目９番２常　勤:    1院　鎌倉　健 交代 歯外 現存
     １号 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49610-3007-1 西岡歯科医院 〒799-3114 089-982-0414西岡　学 西岡　学 昭53. 9.18歯   診療所
     伊予市灘町１１７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49710-3009-7 佐々木歯科医院 〒799-3111 089-983-3990佐々木　典彦 佐々木　典彦 昭61. 5. 1歯   診療所
     伊予市下吾川１２０２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49810-3014-7 新歯科医院 〒799-3113 089-982-2005医療法人　新歯科医院新　博文 平 7. 2. 1歯   小歯 診療所
     伊予市米湊８２１－９ 常　勤:    3　理事長　新　博文 交代 現存
     (歯       3) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  49910-3015-4 たきぐち歯科 〒799-3127 089-946-7878瀧口　直隆 瀧口　直隆 平11. 4. 1歯   診療所
     伊予市尾崎字天神下７０番８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50010-3016-2 みよし歯科クリニック〒799-3111 089-982-6480医療法人　みよし歯科三好　常隆 平13.12. 1歯   小歯 診療所
     伊予市下吾川８４１番地１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)三好　常隆 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50110-3017-0 港南歯科クリニック 〒799-3113 089-983-1855医療法人　港南歯科ク三好　良一 平15.12. 1歯   小歯 診療所
     伊予市米湊１４９０番１ 常　勤:    1リニック　理事長　三 移動 現存
     (歯       1)好　良一 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50210-3018-8 福住歯科クリニック 〒799-3112 089-983-2121福住　雅州 福住　雅州 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     伊予市上吾川甲２３６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50310-3020-4 伊予市国民健康保険直〒791-3205 089-967-1510伊予市長 高橋　徳昭 平17. 4. 1歯   診療所
     営中山歯科診療所 伊予市中山町中山丑３５２番地１常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50410-3021-2 医療法人新歯科医院　〒799-3113 089-997-3555医療法人　新歯科医院新　啓嗣 平20. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     優歯科オフィス 伊予市米湊４３１番地１ 常　勤:    2　理事長　新　博文 交代 現存
     (歯       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50510-3022-0 白石歯科 〒799-3111 089-989-4190白石　善範 白石　善範 平23. 8. 1歯   小歯 診療所
     伊予市下吾川字鳥ノ木３４１番２常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50610-3023-8 清家歯科医院 〒799-3103 089-982-2377医療法人　朗悠会　理清家　義勝 平27. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     伊予市上野６９０番地４ 常　勤:    1事長　清家　義勝 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50710-3802-5 若林歯科医院 〒799-3114 089-982-0533医療法人　若林歯科医若林　正雄 平 2. 1. 1歯   診療所
     伊予市灘町１６９番地 常　勤:    1院　理事長　若林　正 交代 現存
     (歯       1)雄 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50811-3016-0 岩渕歯科医院 〒799-2430 089-993-0648岩渕　泰三 岩渕　泰三 昭51.12. 1歯   診療所
     松山市北条辻横田５５７－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50911-3019-4 高橋歯科医院 〒799-2430 089-993-0122高橋　厚 高橋　厚 昭58.11. 1歯   診療所
     松山市北条辻９２番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
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  51011-3022-8 松本歯科医院 〒799-2436 089-993-3166松本　信 松本　信 昭63. 6. 1歯   診療所
     松山市河野別府１９２番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51111-3024-4 清水歯科医院 〒799-2460 089-994-1181清水　正俊 清水　正俊 平元. 7. 1歯   診療所
     松山市苞木甲８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51211-3025-1 山崎歯科医院 〒799-2400 089-992-1080山崎　孔貴 山崎　孔貴 平 3. 4. 1歯   診療所
     松山市下灘波甲４７４番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51311-3030-1 岩倉歯科医院 〒799-2463 089-994-1277岩倉　晋一 岩倉　晋一 平14. 4.15歯   診療所
     松山市粟井河原２５５番地 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51411-3803-1 菅歯科医院 〒799-2430 089-992-1170医療法人　菅歯科医院菅　泰晴 平 2.12. 1歯   診療所
     松山市北条辻１４４３番地６ 常　勤:    1　理事長　菅　泰晴 交代 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51511-3804-9 堀本歯科 〒799-2434 089-993-1474医療法人　堀本歯科　堀本　真二 平 4. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     松山市柳原３３２ 常　勤:    1理事長　堀本　真二 交代 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51612-3012-7 岡田歯科医院 〒799-1354 0898-64-1184岡田　彰 岡田　彰 昭56. 1. 5歯   診療所
     西条市北条１５７７番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51712-3013-5 山崎歯科医院 〒799-1351 0898-64-1002山崎　幸男 山崎　幸男 昭56. 1. 1歯   小歯 診療所
     西条市三津屋５０番６号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51812-3014-3 杉歯科医院 〒799-1344 0898-64-1212杉　幸晴 杉　幸晴 昭58. 6. 1歯   診療所
     西条市円海寺１６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51912-3016-8 月岡歯科医院 〒799-1354 0898-65-4618月岡　俊彦 月岡　俊彦 昭60.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西条市北条１４２９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  52012-3019-2 小澤歯科医院 〒799-1322 0898-66-5000小澤　良 小澤　良 昭61.10. 1歯   診療所
     西条市国安１２８４番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52112-3022-6 行元歯科医院 〒799-1301 0898-66-5068行元　直記 行元　直記 平 2. 1. 1歯   診療所
     西条市三芳１２３５番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52212-3023-4 たかはし歯科 〒799-1371 0898-68-0222高橋　圭三 高橋　圭三 平 3. 8. 1歯   診療所
     西条市周布８２２番地２，４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52312-3024-2 古味歯科医院 〒799-1341 0898-64-2111古味　伸一 古味　伸一 平 5. 1. 1歯   歯外 診療所
     西条市壬生川９２番地５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52412-3025-9 マサキ歯科 〒799-1331 0898-66-1616医療法人　紘志会　理渡部　眞輝 平 5. 2. 1歯   診療所
     西条市新町２３３番地５ 常　勤:    1事長　渡部　眞輝 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52512-3026-7 東予歯科 〒799-1371 0898-64-1782医療法人　精悠会　理越智　洋将 平 5. 2. 1歯   診療所
     西条市周布６２５番地５ 常　勤:    1事長　越智　洋将 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52612-3027-5 あすなろ歯科医院 〒799-1303 0898-66-3377山内　政志 山内　政志 平 6. 7. 1歯   診療所
     西条市河原津甲３８５－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52712-3031-7 青野歯科クリニック 〒799-1364 0898-64-3229青野　晃 青野　晃 平 9. 1. 1歯   診療所
     西条市石田１６５番地３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52812-3034-1 サンデンタルクリニッ〒799-1371 0898-64-3000高橋　耕三 高橋　耕三 平14. 4. 1歯   診療所
     ク 西条市周布５９９番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52912-3035-8 まゆみ歯科クリニック〒799-1302 0898-66-0880柴田　万由美 柴田　万由美 平15. 1. 1歯   小歯 診療所
     西条市楠甲１４８－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53012-3036-6 吉本歯科 〒799-1354 0898-64-0576吉本　成壽 吉本　成壽 平15. 5. 1歯   矯歯 歯外診療所
     西条市北条１６５１－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53113-3001-8 うわたきファミリー歯〒799-0711 0896-74-1147医療法人　うわたきフ上瀧　祥子 平16. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     科クリニック 四国中央市土居町土居２１２９番常　勤:    1ァミリー歯科クリニッ 組織変更 現存
     地１ (歯       1)ク　理事長　上瀧　祥 平28. 5. 1
     子
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53213-3002-6 松岡歯科医院 〒799-0101 0896-58-1357松岡　伸幸 松岡　伸幸 平16. 7. 2歯   小歯 診療所
     四国中央市川之江町３３０番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53313-3003-4 武村歯科医院 〒799-0422 0896-24-7701武村　公太 武村　公太 平16.10. 1歯   診療所
     四国中央市中之庄町７７０番地７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53413-3005-9 ほほえみ歯科クリニッ〒799-0113 0896-57-1374医療法人コスモス会　髙橋　啓二 平18. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ク 四国中央市妻鳥町字山口屋１２７常　勤:    1理事長　髙橋　啓二 組織変更 歯外 現存
     ４番地１ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53513-3006-7 木花歯科医院 〒799-0405 0896-23-2468木花　圭 木花　圭 平19. 1. 1歯   診療所
     四国中央市三島中央四丁目９－７常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53613-3008-3 吉井歯科クリニック 〒799-0111 0896-57-1257医療法人　朋春会　理吉井　隆志 平21.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     四国中央市金生町下分９９３番地常　勤:    1事長　吉井　隆志 組織変更 歯外 現存
     １ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53713-3009-1 中央歯科クリニック 〒799-0413 0896-28-1818医療法人　中央歯科ク藤原　和久 平23. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     四国中央市中曽根町３９５番地５常　勤:    1リニック　理事長　藤 組織変更 現存
     (歯       1)原　和久 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53813-3011-7 合田歯科医院 〒799-0412 0896-23-6028合田　永 合田　永 平24. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     四国中央市上柏町２２３番地４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53913-3012-5 長井歯科医院 〒799-0712 0896-74-5138長井　慶太 長井　慶太 平24.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     四国中央市土居町入野６７３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.12. 1
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  54013-3013-3 あき歯科医院 〒799-0113 0896-77-5588加地　彰人 加地　彰人 平25. 5. 1歯   診療所
     四国中央市妻鳥町１６９５－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54113-3015-8 窪田歯科医院 〒799-0101 0896-58-2114窪田　佑輔 窪田　佑輔 平27. 5. 8歯   小歯 歯外診療所
     四国中央市川之江町２５３７－１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54213-3017-4 西川歯科クリニック 〒799-0111 0896-57-0239医療法人社団　西川歯西川　聖二 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     四国中央市金生町下分１２５３番常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     地 (歯       1)　西川　聖二 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54314-3002-4 矢野歯科医院 〒797-1212 0894-72-0117矢野　慎二 矢野　慎二 平20. 5. 1歯   小歯 診療所
     西予市野村町野村１２号３３８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54414-3003-2 しみず歯科医院 〒797-0015 0894-62-1369清水　禎明 清水　禎明 平20. 8. 1歯   診療所
     西予市宇和町卯之町４丁目４０５常　勤:    1 交代 現存
     番地 (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54514-3006-5 米田歯科医院 〒797-1212 0894-72-1057米田　壮吾 米田　壮吾 平27. 4. 1歯   診療所
     西予市野村町野村１２－４７６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54614-3007-3 おかうのまち歯科 〒797-0015 0894-62-6618岡　亮太 岡　亮太 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     西予市宇和町卯之町２丁目１９９常　勤:    1 新規 現存
     番地１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54714-3008-1 あさの歯科高山診療所〒797-0201 0894-64-0418浅野　一郎 浅野　一郎 平30. 4. 2歯   診療所
     西予市明浜町高山甲３６５６番地常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54815-3000-5 さくら歯科 〒791-0303 089-966-1776毛利　武文 毛利　武文 平17. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     東温市北方甲２４２９番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54915-3003-9 ひまわり歯科 〒791-0204 089-961-4700医療法人　ソレイユ会大西　正人 平29. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東温市志津川字万能甲１２１９番常　勤:    2　理事長　大西　正人 組織変更 現存
     １ (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55030-3015-2 藤田歯科医院 〒799-0724 0896-74-7750藤田　展大 藤田　展大 昭63. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     四国中央市土居町大字蕪崎２３３常　勤:    1 新規 現存
     番地１ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55130-3016-0 高橋歯科 〒799-0701 0896-74-1184高橋　洋一 高橋　洋一 平 5. 5. 1歯   診療所
     四国中央市土居町中村１２７６番常　勤:    1 新規 現存
     地１ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55230-3017-8 菅歯科医院 〒799-0704 0896-74-3133医療法人　菅歯科医院菅　惇 平 8. 3.21歯   矯歯 小歯診療所
     四国中央市土居町津根８９３番地常　勤:    1　理事長　菅　惇 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 3.21
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55330-3018-6 安藤歯科医院 〒799-0704 0896-75-1788安藤　雅之 安藤　雅之 平10. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     四国中央市土居町津根３０９５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55431-3024-2 佐伯孝歯科医院 〒791-0508 0898-68-4414佐伯　孝彦 佐伯　孝彦 昭56. 6. 5歯   診療所
     西条市丹原町池田１６６１番地７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55531-3025-9 佐伯歯科診療所 〒791-0536 0898-73-2605佐伯　勉 佐伯　勉 平 4. 1. 1歯   診療所
     西条市丹原町湯谷口甲２７３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55631-3026-7 いわね歯科医院 〒799-1106 0898-72-6001佐伯　俊彦 佐伯　俊彦 平 4. 4. 1歯   診療所
     西条市小松町大頭甲１０４０番地常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55731-3028-3 玉井歯科 〒791-0523 0898-68-0838玉井　和春 玉井　和春 平 7. 5. 1歯   小歯 診療所
     西条市丹原町北田野７６８番地１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55831-3029-1 黒河歯科医院 〒791-0505 0898-68-7273黒河　博之 黒河　博之 平 8.10. 1歯   診療所
     西条市丹原町古田甲７９３番地２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  55931-3032-5 よしもと歯科 〒799-1101 0898-72-6420吉本　園 吉本　園 平12.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西条市小松町新屋敷甲４７０番地常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ３ (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56031-3035-8 渡部歯科医院 〒791-0508 0898-68-7008渡部　玲 渡部　玲 平16. 9.27歯   診療所
     西条市丹原町池田１８００番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56131-3801-3 徳永歯科 〒791-0524 0898-68-4626医療法人　徳永歯科　徳永　文紀 平 4. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西条市丹原町高松甲５６番地１ 常　勤:    1理事長　徳永　文紀 交代 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56232-3037-2 神原歯科医院 〒794-1402 0897-87-2001神原　龍生 神原　龍生 昭57. 9. 1歯   診療所
     今治市上浦町井口３８５６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56332-3041-4 喜多嶋歯科医院 〒794-2305 0897-72-2260喜多嶋　昌子 喜多嶋　昌子 昭61. 2. 1歯   診療所
     今治市伯方町木浦甲３３９６－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56432-3043-0 小林歯科医院 〒794-0102 0898-55-2743小林　悟 小林　悟 昭61. 4. 1歯   診療所
     今治市玉川町大野甲１２４番地の常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56532-3047-1 太田歯科医院 〒799-2203 0898-53-2008太田　努 太田　努 昭63. 1. 1歯   矯歯 診療所
     今治市大西町新町４５番地６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56632-3048-9 タクボ歯科 〒794-2112 0897-84-2700田窪　信昭 田窪　信昭 昭63. 5. 1歯   診療所
     今治市吉海町本庄２９８３番地１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56732-3049-7 しぶたに歯科医院 〒794-2305 0897-72-2789村上　伸一 村上　伸一 昭63. 9. 1歯   診療所
     今治市伯方町木浦甲１２２９番地常　勤:    2 新規 現存
     の７ (歯       1) 平24. 9. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56832-3052-1 岩城歯科診療所 〒794-2410 0897-75-2628村上　始 村上　始 平 2. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     越智郡上島町岩城２１２３番地１常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
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  56932-3053-9 村上歯科医院 〒794-2114 0897-84-3618村上　孝二 村上　孝二 平 2.11. 1歯   診療所
     今治市吉海町名３０６７番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57032-3055-4 村上歯科医院 〒799-2101 0898-43-1193村上　とも子 村上　とも子 平 3.11. 1歯   診療所
     今治市波方町波方郷乙４０８－１常　勤:    1 新規 休止
     １ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57132-3056-2 瀬野歯科医院 〒799-2102 0898-41-8826瀬野　耕司 瀬野　耕司 平 4. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     今治市波方町樋口１８２９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57232-3057-0 菊間歯科医院 〒799-2303 0898-54-5061医療法人　菊間歯科医中平　英二 平 5. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     今治市菊間町浜７２２番地の２ 常　勤:    1院　理事長　中平　英 交代 現存
     (歯       1)二 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57332-3058-8 きむら歯科医院 〒799-2103 0898-52-2092木村　茂樹 木村　茂樹 平 7. 1. 1歯   診療所
     今治市波方町小部甲６３５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57432-3059-6 朝倉歯科医院 〒799-1604 0898-56-3200村上　健士 村上　健士 平 8. 4. 1歯   診療所
     今治市朝倉北甲１６３番地１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57532-3060-4 ふじた歯科 〒799-2205 0898-36-2026藤田　誠司 藤田　誠司 平 8. 9. 1歯   診療所
     今治市大西町宮脇甲４８２番地５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57632-3061-2 のま歯科医院 〒799-2302 0898-54-3300野間　浩成 野間　浩成 平 9. 4. 1歯   診療所
     今治市菊間町種９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57732-3062-0 ふじた歯科医院 〒794-1304 0897-74-0581藤田　栄伸 藤田　栄伸 平13. 4. 1歯   診療所
     今治市大三島町宮浦５６８４番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57832-3066-1 森田デンタルクリニッ〒794-2305 0897-72-0122森田　正二 森田　正二 平16. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     ク 今治市伯方町木浦甲１２４３－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57932-3067-9 今岡歯科 〒794-2303 0897-74-0418今岡　美佐子 今岡　美佐子 平16. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     今治市伯方町伊方甲１９３３－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
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  58032-3068-7 鈴木歯科医院 〒794-2506 0897-77-3718鈴木　伸二郎 鈴木　伸二郎 平18. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     越智郡上島町弓削下弓削２２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58133-3034-7 石山歯科医院 〒791-0301 089-966-3435石山　秀男 石山　秀男 昭54. 5. 1歯   診療所
     東温市南方１８５７番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58233-3035-4 菅原歯科医院 〒791-0211 089-964-0118菅原　健 菅原　健 昭55. 8. 1歯   診療所
     東温市見奈良１３６２番地２ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58333-3037-0 満石歯科医院 〒791-0301 089-966-2146松本　誠人 松本　誠人 昭58. 7. 7歯   矯歯 診療所
     東温市南方４５１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58433-3038-8 菅野歯科医院 〒791-0301 089-966-3911菅野　栄治 菅野　栄治 昭60. 5. 1歯   診療所
     東温市南方２９８番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58533-3039-6 上田歯科医院 〒791-0212 089-964-9955上田　吉男 上田　吉男 昭61. 4. 1歯   診療所
     東温市田窪１５４６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58633-3043-8 渡部祐子歯科 〒791-0301 089-966-5950渡部　祐子 渡部　祐子 平 5. 7. 1歯   診療所
     東温市南方５９２番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58733-3044-6 重信歯科医院 〒791-0204 089-964-7474渡部　良平 渡部　良平 平 5. 7. 1歯   矯歯 診療所
     東温市志津川７３３番地２１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58833-3045-3 近藤歯科クリニック 〒791-0215 089-964-2438近藤　一雄 近藤　一雄 平 6. 2. 1歯   小歯 診療所
     東温市北野田２３９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58933-3046-1 駅前歯科医院 〒791-0203 089-964-8241医療法人　慈歯会　理能智　星悟 平 6. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東温市横河原２８５番地１ 常　勤:    1事長　能智　星悟 交代 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59033-3047-9 日野歯科医院 〒791-0213 089-964-2201医療法人　日野歯科医日野　幸子 平 8. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東温市牛渕１９５２番地１ 常　勤:    4院　理事長　日野　幸 移動 現存
     (歯       4)子 平29. 4. 1
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  59133-3048-7 河野歯科医院 〒791-0215 089-955-5505河野　康之 河野　康之 平11.12. 1歯   診療所
     東温市北野田５６２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59234-3016-2 畑野川歯科診療所 〒791-1212 0892-41-0637大澤　有次 大澤　有次 昭59. 7.16歯   診療所
     上浮穴郡久万高原町下畑野川３７常　勤:    2 新規 現存
     ０番地の２ (歯       2) 平29. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59334-3017-0 わたなべ歯科医院 〒791-1201 0892-21-0330渡部　克彦 渡部　克彦 昭62. 3. 1歯   矯歯 診療所
     上浮穴郡久万高原町久万１５４番常　勤:    1 新規 現存
     地１ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59434-3028-7 美川歯科診療所 〒791-1501 0892-56-0508保田　国雄 保田　国雄 平14. 4. 1歯   診療所
     上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２常　勤:    1 移動 現存
     ４ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59534-3031-1 高橋歯科医院 〒791-1201 0892-21-1182医療法人高與会　理事髙須賀　力 平18. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     上浮穴郡久万高原町久万３３８番常　勤:    1長　高橋　宙丈 組織変更 現存
     地２ (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59635-3018-5 篠崎歯科医院 〒791-2101 089-957-2149篠崎　浩 篠崎　浩 昭51. 1. 1歯   小歯 診療所
     伊予郡砥部町高尾田７１５番地２常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59735-3021-9 古城歯科医院 〒791-3110 089-984-4755古城　望 古城　望 昭53. 5.16歯   診療所
     伊予郡松前町大字浜７３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59835-3024-3 升田歯科 〒791-3133 089-984-0005升田　勝喜 升田　勝喜 昭59.11. 1歯   診療所
     伊予郡松前町昌農内４３０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59935-3026-8 小野歯科医院 〒791-2120 089-962-3550小野　浩 小野　浩 昭61. 1.22歯   診療所
     伊予郡砥部町宮内１２６０番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60035-3028-4 二宮歯科医院 〒799-3202 089-986-1480二宮　順二 二宮　順二 昭61. 7. 1歯   診療所
     伊予市双海町上灘甲５６９０番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  60135-3032-6 平田歯科医院 〒791-2122 089-962-6233平田　広志 平田　広志 平 2. 2. 1歯   診療所
     伊予郡砥部町千足１番地２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60235-3035-9 坂見歯科医院 〒791-3204 089-967-0148坂見　一彦 坂見　一彦 平 3. 7. 1歯   診療所
     伊予市中山町出渕２－２６－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60335-3038-3 武西歯科医院 〒791-3164 089-984-6480武西　俊明 武西　俊明 平 5. 7. 1歯   小歯 診療所
     伊予郡松前町大字中川原１０９番常　勤:    1 新規 現存
     地１ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60435-3041-7 かまだ歯科医院 〒791-3102 089-984-8886医療法人　皓歯会　理鎌田　邦嗣 平 6. 1. 1歯   小歯 診療所
     伊予郡松前町大字北黒田字石山２常　勤:    1事長　鎌田　邦嗣 交代 現存
     ３５番５ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60535-3042-5 稲田歯科医院 〒791-2132 089-962-6480稲田　雅仁 稲田　雅仁 平 7. 3. 1歯   歯外 診療所
     伊予郡砥部町大南７８５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60635-3043-3 渡部歯科医院 〒791-2120 089-962-6471渡部　英樹 渡部　英樹 平 7.12. 1歯   診療所
     伊予郡砥部町宮内１４００ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60735-3044-1 清水歯科医院 〒791-3110 089-985-1183医療法人　慈裕会　理清水　裕之 平 8. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     伊予郡松前町大字浜３９２番地２常　勤:    1事長　清水　裕之 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60835-3047-4 これさわ歯科医院 〒791-3101 089-985-3191是澤　敦宏 是澤　敦宏 平 9. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     伊予郡松前町大字南黒田字地富４常　勤:    1 新規 現存
     ３７番地４０ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60935-3048-2 おかだ歯科クリニック〒791-3142 089-984-8214岡田　啓嗣 岡田　啓嗣 平 9. 3. 1歯   小歯 診療所
     伊予郡松前町上高柳２２６番地６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61035-3052-4 なかむら歯科 〒791-3102 089-985-3882中村　覚 中村　覚 平11. 4. 1歯   小歯 診療所
     伊予郡松前町大字北黒田４９０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61135-3053-2 西本歯科医院 〒791-3120 089-985-0222西本　公紀 西本　公紀 平12. 9.13歯   小歯 診療所
     伊予郡松前町筒井３１８－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 9.13
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  61235-3054-0 うえやま歯科クリニッ〒791-2101 089-958-8214上山　直紀 上山　直紀 平12.11. 1歯   小歯 診療所
     ク 伊予郡砥部町高尾田１１０８－１常　勤:    2 移動 現存
     ８ (歯       2) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61335-3057-3 西田歯科医院 〒791-3141 089-984-3588西田　雅一 西田　雅一 平16. 4. 1歯   診療所
     伊予郡松前町恵久美６３４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61435-3060-7 さたけ歯科 〒791-3120 089-985-3063佐竹　政志 佐竹　政志 平19. 2. 9歯   矯歯 小歯診療所
     伊予郡松前町筒井９４７－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 2. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61535-3061-5 愛媛インプラントクリ〒791-3155 089-984-0002医療法人愛媛インプラ鎌倉　聡 平19. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニックかまくら歯科 伊予郡松前町鶴吉８０６番地 常　勤:    3ントクリニックかまく 組織変更 歯外 現存
     (歯       3)ら歯科　理事長　鎌倉 平25. 5. 1
     　聡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61635-3062-3 すまいる総合歯科クリ〒791-3120 089-989-1182渡邊　政継 渡邊　政継 平20. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     ニック 伊予郡松前町筒井８５０エミフル常　勤:    2 新規 歯外 現存
     １Ｆ (歯       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61735-3063-1 ちあーず歯科・小児歯〒791-2116 089-962-1817野本　知佐 野本　知佐 平21. 1. 7小歯 歯   矯歯診療所
     科 伊予郡砥部町原町３２５－３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61835-3067-2 麻生歯科 〒791-2114 089-958-1180今橋　義和 今橋　義和 平27. 2. 1歯   診療所
     伊予郡砥部町麻生１番地１ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61935-3068-0 中矢歯科医院 〒791-3152 089-992-9218医療法人中矢歯科医院中矢　賢史 平28. 1. 1歯   歯外 診療所
     伊予郡松前町大字永田２９８番地常　勤:    1　理事長　中矢　賢史 組織変更 現存
     １３ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62035-3069-8 宮田歯科医院 〒799-3202 089-986-0248宮田　直諭 宮田　直諭 平28.11. 1歯   診療所
     伊予市双海町上灘甲５４４６番地常　勤:    1 交代 歯→一般歯科 現存
     １ (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62135-3070-6 塩﨑歯科医院 〒791-3162 089-984-1325医療法人　塩﨑歯科医塩﨑　雄生 平29. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     伊予郡松前町大字出作２１９番地常　勤:    1院　理事長　塩﨑　雄 組織変更 現存
     (歯       1)生 平29. 6. 1
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  62235-3806-3 福桝歯科医院 〒791-3102 089-984-0648医療法人　福桝歯科医福桝　純示 平 4. 2. 1歯   小歯 診療所
     伊予郡松前町北黒田５７０番地 常　勤:    1院　理事長　福桝　純 交代 現存
     (歯       1)示 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62336-3019-1 中村歯科医院 〒791-3301 0893-43-0026中村　定喜 中村　定喜 昭54. 3. 1歯   診療所
     喜多郡内子町内子７５５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62436-3021-7 松居歯科 〒795-0303 0893-43-0123松居　雄二 松居　雄二 昭57. 3.29歯   診療所
     喜多郡内子町平岡甲４４９番地２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3.29
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62536-3023-3 大野歯科医院 〒795-0301 0893-44-2762大野　彰 大野　彰 昭63. 1. 1歯   診療所
     喜多郡内子町五十崎甲１１８７番常　勤:    1 交代 現存
     地 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62636-3024-1 前田歯科 〒795-0303 0893-44-5170前田　貞恵 前田　貞恵 昭63. 6. 1歯   診療所
     喜多郡内子町平岡甲１５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62736-3026-6 宝来歯科 〒791-3301 0893-44-5535寶来　宏治 寶来　宏治 平 2. 9. 1歯   診療所
     喜多郡内子町内子１０３１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62836-3027-4 高橋歯科医院 〒791-3301 0893-44-5228医療法人　高橋歯科医高橋　茂明 平 5. 2. 1歯   診療所
     喜多郡内子町内子１５７１番地 常　勤:    1院　理事長　高橋　茂 交代 現存
     (歯       1)明 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62936-3028-2 兵頭歯科クリニック 〒797-1503 0894-76-0221兵頭　恵生 兵頭　恵生 平 6. 5. 1歯   診療所
     大洲市肱川町宇和川３３９９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63036-3032-4 武岡歯科医院 〒791-3301 0893-44-6480武岡　元就 武岡　元就 平15. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     喜多郡内子町内子２５４５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63136-3033-2 にしだ歯科 〒799-3401 0893-52-0012医療法人　にしだ歯科西田　唯志 平15.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     大洲市長浜甲６２７番地 常　勤:    1　理事長　西田　唯志 組織変更 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  63236-3035-7 小田歯科診療所 〒791-3501 0892-52-3067大久保　忠教 大久保　忠教 平18.10. 1歯   診療所
     喜多郡内子町小田８２番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63336-3036-5 とびの歯科 〒795-0303 0893-44-4007飛野　一弘 飛野　一弘 平20. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     喜多郡内子町平岡甲８３－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63437-3034-8 松本歯科医院 〒796-0907 0894-33-2515松本　隆一郎 松本　隆一郎 昭57. 8. 1歯   診療所
     西予市三瓶町朝立１－４３８－９常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63537-3037-1 布井歯科医院 〒796-0201 0894-36-0702布井　憲治 布井　憲治 昭58. 4. 1歯   診療所
     八幡浜市保内町川之石３－４５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63637-3042-1 町見歯科診療所 〒796-0421 0894-39-1300宇都宮　久記 宇都宮　久記 平 4. 5. 1歯   診療所
     西宇和郡伊方町九町１番耕地１８常　勤:    1 新規 現存
     ００番地の７ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63737-3043-9 みよし歯科医院 〒796-0907 0894-33-3633三好　博之 三好　博之 平 4. 9. 1歯   診療所
     西予市三瓶町朝立８番耕地８５２常　勤:    1 新規 現存
     番地１ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63837-3044-7 上松歯科医院 〒796-0907 0894-33-3192医療法人　上松歯科医上松　修 平 6. 2. 1歯   診療所
     西予市三瓶町朝立１番耕地５４４常　勤:    1院　理事長　上松　修 交代 現存
     番地１５ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63937-3045-4 うつのみや歯科医院 〒796-0112 0894-36-0438宇都宮　慎児 宇都宮　慎児 平 6. 4. 1歯   診療所
     八幡浜市保内町須川１１８番地２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64037-3046-2 土居歯科医院 〒796-0801 0894-54-1234土居　晋也 土居　晋也 平 8. 5. 1歯   診療所
     西宇和郡伊方町三崎１０１２番地常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64137-3047-0 伊方歯科診療所 〒796-0301 0894-38-0508高門　洋一 高門　洋一 平12. 5. 1歯   診療所
     西宇和郡伊方町湊浦１００２番地常　勤:    1 移動 現存
     １１ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64237-3048-8 みさき歯科医院 〒796-0801 0894-29-9140藤野　尚之 藤野　尚之 平15. 1. 1歯   診療所
     西宇和郡伊方町三崎６９２番地２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
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  64337-3049-6 ショージ歯科医院 〒796-0202 0894-36-2338河野　章司 河野　章司 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     八幡浜市保内町宮内１番耕地２８常　勤:    1 移動 現存
     ８番１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64437-3804-4 医療法人　エルム会　〒796-0907 0894-33-2466医療法人　エルム会　菊池　雄三 平元. 5. 1歯   診療所
     菊池歯科医院 西予市三瓶町朝立１番耕地３１０常　勤:    1菊池歯科医院　理事長 交代 現存
     番地４８ (歯       1)　菊池　雄三 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64538-3029-6 豊嶋歯科 〒797-0015 0894-62-4175豊嶋　秀樹 豊嶋　秀樹 昭58. 2. 1歯   診療所
     西予市宇和町卯之町４丁目２７８常　勤:    2 新規 現存
     番２ (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64638-3030-4 あさの歯科医院 〒797-0015 0894-62-5255浅野　一郎 浅野　一郎 昭58. 7.27歯   診療所
     西予市宇和町卯之町２－５２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64738-3033-8 あかし歯科医院 〒797-1211 0894-72-3927明石　宣文 明石　宣文 平 3.10. 1歯   診療所
     西予市野村町阿下６－３３１－４常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64838-3034-6 吉見歯科医院 〒797-0015 0894-62-6200吉見　裕史 吉見　裕史 平 5. 6.11歯   診療所
     西予市宇和町卯之町三丁目１６２常　勤:    1 新規 現存
     番地 (歯       1) 平29. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64938-3036-1 片山歯科 〒797-0015 0894-62-1189片山　貴夫 片山　貴夫 平 9. 9. 1歯   診療所
     西予市宇和町卯之町１－３７３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65038-3037-9 きくち歯科医院 〒797-1212 0894-72-0015菊池　繁光 菊池　繁光 平12. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西予市野村町野村１２－３３４ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65138-3038-7 石野歯科医院 〒797-0046 0894-62-2002医療法人　石野歯科医石野　清 平13.12. 1歯   診療所
     西予市宇和町上松葉６６番地１ 常　勤:    1院　理事長　石野　清 移動 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65238-3806-7 菊地歯科医院 〒797-0041 0894-66-0250医療法人　菊地歯科医菊地　貞介 平 2.12. 1歯   診療所
     西予市宇和町東多田２３８番地 常　勤:    1院　理事長　菊地　貞 交代 現存
     (歯       1)介 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65339-3025-2 岡村歯科医院 〒798-3301 0895-32-5050岡村　宗明 岡村　宗明 昭53. 7.10歯   診療所
     宇和島市津島町岩松７６０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.10
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  65439-3026-0 保田歯科医院 〒799-3705 0895-52-4111保田　好次 保田　好次 昭56.10. 3歯   診療所
     宇和島市吉田町本町５０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65539-3027-8 西川歯科医院 〒799-3710 0895-52-0079西川　寛 西川　寛 昭57. 4. 8歯   診療所
     宇和島市吉田町立間尻甲２０８９常　勤:    1 新規 休止
     番地８ (歯       1) 平30. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65639-3029-4 長山歯科医院 〒798-1351 0895-45-3100長山　誠之 長山　誠之 昭58.11. 1歯   診療所
     北宇和郡鬼北町大字奈良４０４８常　勤:    2 移動 現存
     番地の２ (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65739-3030-2 山本歯科医院 〒798-2101 0895-42-1722山本　胸三郎 山本　胸三郎 昭59.12. 1歯   診療所
     北宇和郡松野町大字松丸２７７－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65839-3031-0 岡本歯科医院 〒799-3710 0895-52-3337岡本　幸一 岡本　幸一 昭60. 4. 1歯   診療所
     宇和島市吉田町立間尻字国安甲１常　勤:    1 新規 現存
     ７８２番地１ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65939-3032-8 石野歯科医院 〒798-1300 0895-45-2001石野　憲二 石野　憲二 昭61. 6. 1歯   診療所
     北宇和郡鬼北町大字近永１２１６常　勤:    1 新規 現存
     番１ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66039-3033-6 芝歯科医院 〒798-2101 0895-42-0013芝　五鈴 芝　五鈴 昭63.12. 1歯   診療所
     北宇和郡松野町松丸２５９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66139-3034-4 清岡歯科クリニック 〒798-1113 0895-58-4412清岡　慶士 清岡　慶士 平 4.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     宇和島市三間町迫目１１２番地の常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66239-3035-1 なかむら歯科 〒798-3301 0895-32-6292中村　明人 中村　明人 平 7. 7. 1歯   診療所
     宇和島市津島町岩松甲５８０－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66339-3038-5 福河歯科医院 〒798-1502 0895-44-3030福河　和人 福河　和人 平10.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     北宇和郡鬼北町下鍵山３００番地常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ３ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  66439-3039-3 口羽歯科医院 〒798-3302 0895-32-5515医療法人　口羽歯科医口羽　一弘 平14. 1. 1歯   小歯 診療所
     宇和島市津島町高田丙５４５番地常　勤:    1院　理事長　口羽　一 組織変更 現存
     １ (歯       1)弘 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66539-3041-9 やくしじ歯科医院 〒798-1114 0895-20-7505薬師寺　廉ニ 薬師寺　廉ニ 平17. 1. 1歯   小歯 診療所
     宇和島市三間町務田３３１番地５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66639-3042-7 田中歯科医院 〒798-3301 0895-32-2414田中　徹 田中　徹 平17. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宇和島市津島町岩松８０１番地の常　勤:    2 交代 歯外 現存
     ３ (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66739-3043-5 ささき歯科医院 〒798-1300 0895-45-2060佐々木　誠 佐々木　誠 平19. 8. 1歯   小歯 診療所
     北宇和郡鬼北町近永１３１０番地常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66839-3044-3 きほくの里歯科医院 〒798-1343 0895-20-6480河野　雄一郎 河野　雄一郎 平23. 6. 8歯   矯歯 小歯診療所
     北宇和郡鬼北町大字近永１４１８常　勤:    1 新規 歯外 現存
     番地７２ (歯       1) 平29. 6. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66940-3020-1 山内歯科医院 〒798-4110 0895-72-0111山内　公平 山内　公平 昭58. 7.18歯   診療所
     南宇和郡愛南町御荘平城２２７６常　勤:    1 移動 現存
     －２ (歯       1) 平28. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67040-3022-7 城辺歯科 〒798-4131 0895-72-3210尾倉　英雄 尾倉　英雄 昭59. 3. 1歯   診療所
     南宇和郡愛南町城辺甲１６３番地常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67140-3028-4 医療法人　新恵歯科医〒798-4131 0895-73-0550医療法人　新恵歯科医新恵　忠吉 平 5. 3. 1歯   診療所
     院 南宇和郡愛南町城辺甲２２２７番常　勤:    1院　理事長　新恵　忠 新規 現存
     地２ (歯       1)吉 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67240-3029-2 池田歯科医院 〒798-4110 0895-73-2223池田　敬洋 池田　敬洋 平 8. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南宇和郡愛南町御荘平城１２８５常　勤:    1 新規 現存
     ー１番地 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67340-3030-0 こじま歯科医院 〒798-3701 0895-85-0900児島　一夫 児島　一夫 平 9. 7. 1歯   診療所
     南宇和郡愛南町柏３３９番地１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67440-3031-8 あさうみ歯科医院 〒798-4131 0895-73-1184浅海　裕紀 浅海　裕紀 平11.10. 1歯   診療所
     南宇和郡愛南町城辺甲２４１９番常　勤:    1 新規 現存
     地４ (歯       1) 平29.10. 1
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  67540-3033-4 うえはら歯科クリニッ〒798-4110 0895-72-5777上原　左門 上原　左門 平16. 9. 1歯   診療所
     ク 南宇和郡愛南町御荘平城４１８３常　勤:    2 新規 現存
     番地１ (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67640-3034-2 清水ももこ歯科医院 〒798-4110 0895-72-3511清水　ももこ 清水　ももこ 平23. 1. 9歯   歯外 診療所
     南宇和郡愛南町御荘平城３０２１常　勤:    1 交代 現存
     番地 (歯       1) 平29. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67740-3035-9 たかはし歯科 〒798-4131 0895-72-5888医療法人　たかはし歯髙橋　啓 平25.12.23歯   診療所
     南宇和郡愛南町城辺甲１９１６番常　勤:    1科　理事長　髙橋　啓 組織変更 現存
     地１ (歯       1) 平25.12.23
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67840-3803-0 一本松歯科医院 〒798-4408 0895-84-3237医療法人　一本松歯科岩城　一成 平 2. 1. 1歯   診療所
     南宇和郡愛南町一本松３３７５番常　勤:    1医院　理事長　岩城　 交代 現存
     地１ (歯       1)一成 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67940-3806-3 宮田歯科医院 〒798-4110 0895-72-0648医療法人　宮田歯科医宮田　裕之 平 4. 2. 1歯   診療所
     南宇和郡愛南町御荘平城３７０２常　勤:    2院　理事長　宮田　裕 交代 現存
     番地 (歯       2)之 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


