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    1013 013.7 沖歯科診療所 〒780-0901 088-872-6026沖　義一 沖　義一 昭53. 3. 1歯   診療所
     市歯13 高知市上町４丁目１－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2013 060.8 山﨑歯科診療所 〒780-0824 088-882-8098山﨑　敏朗 山﨑　敏朗 昭40. 7.14歯   診療所
     市歯60 高知市城見町４－３３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3013 504.5 一般社団法人高知県歯〒780-0850 088-824-3400一般社団法人高知県歯野村　和男 昭47.11. 1歯   診療所
     市歯504 科医師会　高知県歯科高知市丸ノ内１丁目７－４５ 常　勤:    1科医師会　会長　野村 現存
     医師会巡回診療班 (歯       1)　和男 平29.11. 1
     非常勤:   25
     (歯      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4013 505.2 秋山歯科診療所 〒780-0822 088-823-8417秋山　保之 秋山　保之 昭48. 1.10歯   矯歯 小歯診療所
     市歯505 高知市はりまや町１丁目３－１　常　勤:    1 現存
     片桐ビル３Ｆ (歯       1) 平30. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5013 521.9 楠瀬歯科クリニック 〒780-0901 088-825-1717楠瀬　正則 楠瀬　正則 昭52. 8. 2歯   矯歯 小歯診療所
     市歯521 高知市上町２丁目５－２５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6013 524.3 松下歯科医院 〒780-0081 088-884-6804松下　巧 松下　巧 昭61. 5. 1歯   診療所
     市歯524 高知市北川添２番２６号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7013 525.0 広松歯科 〒780-0843 088-825-2925広松　和雄 広松　和雄 昭53. 7. 3歯   診療所
     市歯525 高知市廿代町３－２５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8013 531.8 国藤歯科診療所 〒780-0972 088-822-9210国藤　邦彦 国藤　邦彦 昭54. 5. 9歯   診療所
     市歯531 高知市中万々１－８　小谷ビル２常　勤:    1 現存
     Ｆ (歯       1) 平30. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9013 535.9 島﨑歯科医院 〒781-8134 088-845-8867島﨑　誠 島﨑　誠 昭55. 2. 1歯   診療所
     市歯535 高知市一宮中町３丁目１１－２７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10013 536.7 山本歯科医院 〒780-8036 088-833-1451山本　静海 山本　静海 昭55. 2.12歯   診療所
     市歯536 高知市東城山町１００の１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   11013 542.5 前田歯科クリニック 〒781-8121 088-884-2410前田　健一郎 前田　健一郎 昭55. 9. 5歯   歯外 診療所
     市歯542 高知市葛島２丁目２－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12013 544.1 北村歯科 〒781-8132 088-845-4650北村　志朗 北村　志朗 昭61. 4.14歯   診療所
     市歯544 高知市一宮東町１丁目３－３５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13013 554.0 織田歯科医院 〒780-0034 088-825-0804織田　康照 織田　康照 昭57. 7. 1歯   診療所
     市歯554 高知市三園町２５１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14013 557.3 田村歯科医院 〒781-5103 088-866-3323田村　澄雄 田村　澄雄 昭58. 4.11歯   診療所
     市歯557 高知市大津乙１６１－１７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15013 558.1 崎岡歯科医院 〒781-0253 088-841-1188崎岡　雅仁 崎岡　雅仁 昭58. 5. 9歯   小歯 診療所
     市歯558 高知市瀬戸南町１－２－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16013 563.1 西村歯科医院 〒780-0928 088-873-2468西村　將一 西村　將一 昭59. 4. 6歯   診療所
     市歯563 高知市越前町２丁目１３番地８号常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17013 565.6 小松歯科 〒780-0861 088-824-1023小松　弘明 小松　弘明 昭59. 4.11歯   矯歯 小歯診療所
     市歯565 高知市升形３－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18013 566.4 山﨑歯科診療所 〒780-8073 088-843-6805山﨑　直 山﨑　直 平 8.10.29歯   小歯 矯歯診療所
     市歯566 高知市朝倉本町１丁目９番１６号常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.10.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19013 570.6 武井歯科医院 〒780-8010 088-831-1088武井　博志 武井　博志 昭59.12. 1歯   診療所
     市歯570 高知市桟橋通１丁目２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20013 572.2 高須歯科医院 〒781-8122 088-884-4181小松　良輔 小松　良輔 昭60. 4. 5歯   矯歯 小歯診療所
     市歯572 高知市高須新町２丁目１６番５号常　勤:    2 現存
     (歯       1) 平30. 4. 5
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21013 575.5 梅原歯科医院 〒780-0053 088-884-1168梅原　秀夫 梅原　秀夫 昭60. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     市歯575 高知市駅前町５－１　駅前観光ビ常　勤:    1 現存
     ル３Ｆ (歯       1) 平30. 5. 1
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   22013 576.3 オザカ歯科診療所 〒781-0270 088-841-5340苧坂　幸一 苧坂　幸一 昭60. 7.12歯   診療所
     市歯576 高知市長浜５１９９－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23013 578.9 依岡歯科 〒780-8010 088-831-6480依岡　弘明 依岡　弘明 昭60. 7. 1歯   診療所
     市歯578 高知市桟橋通３丁目１－２２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24013 579.7 横山歯科診療所 〒780-0822 088-884-6480横山　誠 横山　誠 昭60. 9.18歯   診療所
     市歯579 高知市はりまや町２丁目３－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25013 582.1 山中歯科医院 〒780-8077 088-844-2646山中　慶三 山中　慶三 昭60.12.18歯   診療所
     市歯582 高知市朝倉西町１丁目８番２号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26013 583.9 水田歯科診療所 〒780-8035 088-833-2226水田　康彦 水田　康彦 昭61. 2. 1歯   診療所
     市歯583 高知市河ノ瀬町１４９－２４　メ常　勤:    1 現存
     ゾン南十字星２Ｆ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27013 586.2 西岡歯科 〒780-0901 088-875-7757西岡　賢 西岡　賢 昭61. 9. 3歯   診療所
     市歯586 高知市上町３丁目１２－２２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28013 587.0 橋村歯科診療所 〒780-8050 088-843-2727橋村　忠明 橋村　忠明 昭61.10. 1歯   診療所
     市歯587 高知市鴨部８９１－５　ＭＴビル常　勤:    1 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29013 588.8 岩﨑歯科医院 〒780-8040 088-833-0117岩﨑　祐哉 岩﨑　祐哉 平12. 8. 1歯   診療所
     市歯588 高知市神田８２２－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30013 591.2 大津歯科医院 〒781-5103 088-866-4182濵田　敏裕 濵田　敏裕 昭62. 1.13歯   矯歯 小歯診療所
     市歯591 高知市大津乙９２０－３ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平29. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31013 594.6 野本歯科診療所 〒780-8008 088-832-7182野本　英一 野本　英一 昭62. 7. 1歯   診療所
     市歯594 高知市潮新町２丁目１－２５　細常　勤:    1 現存
     川ビルⅡ２Ｆ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32013 595.3 池田歯科医院 〒781-0243 088-841-4180池田　顕 池田　顕 昭62. 8.12歯   診療所
     市歯595 高知市横浜東町１３－３９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8.12
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   33013 599.5 上岡歯科医院 〒780-8072 088-840-4080上岡　新二 上岡　新二 昭62.10. 8歯   矯歯 小歯診療所
     市歯599 高知市曙町２丁目４－２５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34013 600.1 中山歯科医院 〒780-0085 088-882-0648中山　桂二 中山　桂二 昭62.11.12歯   矯歯 小歯診療所
     市歯600 高知市札場１８－６ 常　勤:    3 歯外 現存
     (歯       3) 平29.11.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35013 601.9 野並歯科医院 〒780-0054 088-883-9191野並　幹三 野並　幹三 昭63. 3.11歯   診療所
     市歯601 高知市相生町１－２５　レジデン常　勤:    1 現存
     スノナミ１Ｆ (歯       1) 平30. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36013 602.7 中島歯科医院 〒781-0015 088-845-6789中島　真司 中島　真司 昭63. 3.11歯   診療所
     市歯602 高知市薊野西町２－１６－２８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37013 603.5 藤岡歯科 〒780-8015 088-833-8241藤岡　富博 藤岡　富博 昭63. 4. 2歯   診療所
     市歯603 高知市百石町２丁目９－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38013 604.3 西内歯科医院 〒780-0911 088-873-4591西内　俊介 西内　俊介 昭63. 7. 2歯   小歯 診療所
     市歯604 高知市新屋敷１丁目８－７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39013 605.0 岡西歯科診療所 〒780-0843 088-825-2812岡西　裕文 岡西　裕文 昭63.10. 8歯   診療所
     市歯605 高知市廿代町１５番２０－１０１常　勤:    1 現存
     ダイアパレス追手前第２－１Ｆ (歯       1) 平24.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40013 606.8 岸本歯科 〒780-0806 088-882-1900岸本　省三 岸本　省三 平元. 1. 9歯   診療所
     市歯606 高知市知寄町１丁目４－１７　清常　勤:    1 現存
     涼ハイツ１Ｆ (歯       1) 平28. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41013 608.4 坂本歯科 〒780-0051 088-823-9006坂本　忍 坂本　忍 平元. 6.28歯   診療所
     市歯608 高知市愛宕町１丁目５－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42013 611.8 医療法人オダ・デンタ〒780-0861 088-875-6218医療法人オダ・デンタ織田　英正 平 2. 1. 1歯   矯歯 診療所
     市歯611 ルオフィス　織田歯科高知市升形４－１４ 常　勤:    3ルオフィス　理事長　 現存
     医院 (歯       3)織田　展輔 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   43013 612.6 岡本歯科医院 〒780-0952 088-840-5400岡本　千早也 岡本　千早也 平 2. 8. 2歯   診療所
     市歯612 高知市塚ノ原９８－４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44013 613.4 医療法人高義会　福井〒780-8073 088-843-7133医療法人高義会　理事福井　義則 平 2. 9. 1歯   診療所
     市歯613 歯科医院 高知市朝倉本町１丁目１３－２１常　勤:    1長　福井　義則 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45013 616.7 医療法人茂見会　岡林〒780-0912 088-825-2442医療法人茂見会　岡林岡林　茂樹 平 2.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     市歯616 歯科医院 高知市八反町２丁目１３－４ 常　勤:    2　茂樹 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46013 617.5 六泉寺歯科 〒780-8023 088-833-6406松岡　俊夫 松岡　俊夫 平 3. 3.12歯   小歯 矯歯診療所
     市歯617 高知市六泉寺町１５－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47013 618.3 鬼谷歯科医院 〒781-8121 088-885-2600鬼谷　信美 鬼谷　信美 平 3. 4. 8歯   歯外 診療所
     市歯618 高知市葛島１丁目１０－７５　フ常　勤:    1 現存
     ァミリープラザ２Ｆ (歯       1) 平30. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48013 626.6 くぼ歯科 〒780-0833 088-884-4188窪　泉 窪　泉 平 3.10. 7歯   小歯 診療所
     市歯626 高知市南はりまや町２丁目３－３常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49013 627.4 森澤歯科医院 〒780-8010 088-831-6669森澤　雄一郎 森澤　雄一郎 平 3.10.22歯   矯歯 小歯診療所
     市歯627 高知市桟橋通２丁目１０－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50013 630.8 医療法人口誠会　大野〒780-0935 088-873-8220医療法人口誠会　理事大野　彰彦 平 7. 9.16歯   診療所
     市歯630 歯科 高知市旭町３丁目６７番地１ 常　勤:    2長　大野　彰彦 移動 現存
     (歯       2) 平28. 9.16
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51013 631.6 のむら歯科 〒780-8037 088-833-2525野村　圭介 野村　圭介 平 4. 3. 3歯   小歯 診療所
     市歯631 高知市城山町１０－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［高知県］

［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     6 頁

   52013 633.2 オオニシ歯科 〒781-5103 088-866-0024大西　正治 大西　正治 平 4. 4. 1歯   診療所
     市歯633 高知市大津乙９０９－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53013 634.0 ふじい小児・矯正歯科〒780-0964 088-840-5588藤井　悟 藤井　悟 平 4. 5. 2矯歯 小歯 診療所
     市歯634 クリニック 高知市横内４５７－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54013 635.7 秦泉寺歯科医院 〒780-0021 088-825-2888宮﨑　功一 宮﨑　功一 平 4. 8. 1歯   診療所
     市歯635 高知市中秦泉寺４５　２Ｆ　 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55013 636.5 藤崎歯科医院 〒780-0841 088-824-8211藤崎　善生 藤崎　善生 平 4. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     市歯636 高知市帯屋町１丁目７－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56013 637.3 医療法人小松会　小松〒780-0935 088-875-3657医療法人　小松会　理小松　俊司 平 4. 8. 1歯   診療所
     市歯637 歯科診療所 高知市旭町２丁目４７－１０ 常　勤:    1事長　小松　俊司 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57013 638.1 医療法人桑名会　桑名〒780-0834 088-872-2336医療法人桑名会　理事西岡　政道 平 4. 8. 1歯   診療所
     市歯638 歯科診療所 高知市堺町２－２０ 常　勤:    1長　西岡　政道 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58013 640.7 医療法人嶋本会　嶋本〒780-0821 088-884-0418医療法人嶋本会　理事嶋本　道晴 平 5. 1. 1歯   診療所
     市歯640 歯科医院 高知市桜井町１丁目９－３５ 常　勤:    5長　嶋本　道晴 現存
     (歯       5) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59013 641.5 医療法人ひろせ矯正歯〒780-0834 088-875-2212医療法人ひろせ矯正歯廣瀬　久三 平 5. 1. 1矯歯 歯   診療所
     市歯641 科　ひろせ矯正歯科 高知市堺町２－２６　高知中央ビ常　勤:    1科　理事長　廣瀬　久 現存
     ジネススクエア５Ｆ (歯       1)三 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60013 642.3 医療法人翠華会　あけ〒780-8072 088-844-0409医療法人翠華会　理事高橋　純一 平 5. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     市歯642 ぼのちょう高橋歯科 高知市曙町１丁目２８－３５ 常　勤:    1長　高橋　純一 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   61013 644.9 いのべ歯科医院 〒780-0901 088-871-5353伊野部　哲也 伊野部　哲也 平 5. 4.12歯   診療所
     市歯644 高知市上町５丁目６－７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62013 645.6 井上歯科医院 〒780-8061 088-840-9137井上　研 井上　研 平 5. 4. 6歯   矯歯 小歯診療所
     市歯645 高知市朝倉甲４８８－９　２Ｆ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63013 646.4 まえだ歯科 〒780-0046 088-822-1117前田　晋 前田　晋 平 5. 5. 6歯   診療所
     市歯646 高知市伊勢崎町１１－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64013 647.2 医療法人橋村会　橋村〒781-8134 088-845-7313医療法人　橋村会　橋橋村　卓 平 5. 6. 1歯   診療所
     市歯647 歯科 高知市一宮中町１丁目５－４７ 常　勤:    1村　卓 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65013 648.0 医療法人健歯野村会　〒780-0870 088-824-8880医療法人　健歯野村会野村　和男 平 5.10. 1歯   診療所
     市歯648 野村歯科医院 高知市本町２丁目２－２７　千代常　勤:    1　理事長　野村　和男 現存
     田生命高知ビル３Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66013 649.8 医療法人久良会　吉岡〒781-8104 088-883-2039医療法人　久良会　理吉岡　徹 平 5.10. 1歯   小歯 診療所
     市歯649 歯科診療所 高知市高須２丁目１３－５７ 常　勤:    2事長　吉岡　徹 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67013 650.6 医療法人吉野会　神田〒780-8040 088-831-2238医療法人　吉野会　理吉野　隆憲 平 5.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     市歯650 歯科クリニック 高知市神田８１８－１ 常　勤:    1事長　吉野　隆憲 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68013 651.4 医療法人悠久会　宮川〒780-0983 088-823-6482医療法人　悠久会　理宮川　慎太郎 平 6. 1. 1歯   診療所
     市歯651 歯科医院 高知市中久万２２３－８ 常　勤:    1事長　宮川　慎太郎 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69013 652.2 津田歯科 〒780-0062 050-3691-3700津田　政尚 津田　政尚 平 6. 2. 1歯   診療所
     市歯652 高知市新本町２丁目１３－４６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70013 653.0 森本歯科医院 〒781-8105 088-860-2211森本　郁夫 森本　郁夫 平 6. 4. 2歯   診療所
     市歯653 高知市高須東町７－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71013 655.5 西山歯科 〒780-0804 088-882-8282西山　雅久 西山　雅久 平 6. 5. 9歯   診療所
     市歯655 高知市日ノ出町４－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 9
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   72013 656.3 前田歯科医院 〒780-8077 088-840-8331前田　憲治 前田　憲治 平 6. 5. 9歯   診療所
     市歯656 高知市朝倉西町２丁目１６番１２常　勤:    1 現存
     号 (歯       1) 平30. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73013 657.1 医療法人　吉和会　吉〒780-0056 088-822-2724医療法人　吉和会　理吉川　俊平 平 7. 1. 1歯   診療所
     市歯657 川歯科医院 高知市北本町１丁目７－１８ 常　勤:    1事長　吉川　俊平 移動 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74013 658.9 あさぎ歯科医院 〒781-8104 088-861-0008浅埜　尚人 浅埜　尚人 平 6. 7.14歯   矯歯 小歯診療所
     市歯658 高知市高須二丁目３番５０ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 7.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75013 661.3 医療法人平盛会　窪歯〒780-0834 088-825-0035医療法人平盛会　理事窪　盛偉 平 6. 9. 1歯   矯歯 診療所
     市歯661 科 高知市堺町１－２１　交通公社ビ常　勤:    1長　窪　盛偉 現存
     ル４Ｆ (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76013 662.1 医療法人　山本歯科医〒780-8050 088-840-1182医療法人　山本歯科医山本　昌澄 平 6. 9. 1歯   診療所
     市歯662 院 高知市鴨部１１４３－４ 常　勤:    1院　理事長　山本　昌 現存
     (歯       1)澄 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77013 663.9 かっとう歯科 〒780-0870 088-875-6449甲藤　雅彦 甲藤　雅彦 平 6.10. 3歯   診療所
     市歯663 高知市本町１丁目７－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78013 667.0 医療法人　利重会岡林〒780-0056 088-823-5354医療法人　利重会岡林岡林　利通 平 7. 3. 1歯   診療所
     市歯667 歯科　岡林歯科 高知市北本町１丁目５－１１ 常　勤:    1歯科　理事長　岡林　 現存
     (歯       1)利通 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79013 668.8 かもはら歯科医院 〒780-0964 088-843-7001蒲原　靖史 蒲原　靖史 平 7. 7. 1歯   診療所
     市歯668 高知市横内１２１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80013 669.6 横浜ニュータウンくぼ〒781-0241 088-848-0118窪　潔 窪　潔 平 7.10. 2歯   小歯 診療所
     市歯669 歯科 高知市横浜新町３丁目１１８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81013 670.4 安田歯科 〒780-0027 088-825-0876安田　貴 安田　貴 平 7.10. 4歯   小歯 歯外診療所
     市歯670 高知市愛宕山南町３－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 4



 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［高知県］

［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     9 頁

   82013 671.2 医療法人未有会　大西〒780-8084 088-840-1089医療法人未有会　理事大西　康彦 平 8. 1. 1歯   診療所
     市歯671 歯科 高知市槇山町１３－５ 常　勤:    1長　大西　康彦 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83013 676.1 たけさき歯科 〒780-0943 088-849-4182竹﨑　孝雄 竹﨑　孝雄 平 8.10.14歯   診療所
     市歯676 高知市旭上町６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84013 677.9 志和デンタルオフィス〒781-8104 088-861-5151志和　誠俊 志和　誠俊 平 8.11. 1歯   診療所
     市歯677 高知市高須３丁目４－５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85013 678.7 みやべ歯科 〒780-0926 088-875-3545宮部　和典 宮部　和典 平 9. 1. 7歯   小歯 矯歯診療所
     市歯678 高知市大膳町１－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86013 682.9 田内歯科 〒780-0056 088-871-0710田内　明彦 田内　明彦 平 9. 6. 4歯   小歯 矯歯診療所
     市歯682 高知市北本町１丁目４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87013 683.7 ごとう歯科 〒781-8134 088-846-1180五島　学 五島　学 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     市歯683 高知市一宮中町１丁目１４－４０常　勤:    1 新規 現存
     シルキーハイツ１Ｆ (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88013 684.5 高橋歯科 〒780-0953 088-844-2851高橋　辰弥太 高橋　辰弥太 平 9.11. 4歯   小歯 診療所
     市歯684 高知市長尾山町８３番地 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89013 685.2 まつおか歯科 〒780-0972 088-875-4180松岡　茂男 松岡　茂男 平10. 4. 6歯   診療所
     市歯685 高知市中万々１８４－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90013 688.6 医療法人　たかはし矯〒780-0842 088-823-8841医療法人　たかはし矯高橋　豊 平10. 6. 1矯歯 診療所
     市歯688 正歯科　たかはし矯正高知市追手筋２丁目５－１１キャ常　勤:    1正歯科　理事長　高橋 組織変更 現存
     歯科 ッスルガーデンハイツ２Ｆ (歯       1)　豊 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91013 689.4 岩田歯科診療所 〒780-8011 088-832-5290岩田　耕三 岩田　耕三 平10. 7. 1歯   診療所
     市歯689 高知市梅ノ辻９－１８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   92013 692.8 岡本歯科診療所 〒780-0862 088-872-7357市原　三千子 市原　三千子 平10.10. 1歯   診療所
     市歯692 高知市鷹匠町１丁目１－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93013 696.9 プランタン歯科 〒780-0842 088-823-8040田村　暢秀 田村　暢秀 平11. 6. 1歯   診療所
     市歯696 高知市追手筋１－８－５　プラン常　勤:    1 新規 現存
     タンビル１Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94013 697.7 平岡歯科医院 〒781-0270 088-837-2100平岡　勝郎 平岡　勝郎 平11. 9. 1歯   診療所
     市歯697 高知市長浜５７５５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95013 698.5 本町モリモト歯科 〒780-0870 088-873-0601森本　良大 森本　良大 平11.10. 1歯   診療所
     市歯698 高知市本町３丁目３－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96013 700.9 潮江歯科クリニック 〒780-8014 088-833-8880医療法人社団　圭翔会戸梶　圭時 平12. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     市歯700 高知市塩屋崎町２丁目１－１ 常　勤:    1　理事長　戸梶　圭時 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97013 701.7 山本歯科診療所 〒780-0823 088-882-1813廣瀬　秀樹 廣瀬　秀樹 平12. 4. 1歯   小歯 診療所
     市歯701 高知市菜園場町７－１８ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98013 702.5 みやもと歯科 〒780-0901 088-822-7788宮本　敬三 宮本　敬三 平12.10. 1歯   診療所
     市歯702 高知市上町４丁目５－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99013 704.1 三木歯科クリニック 〒781-0270 088-841-4182三木　康生 三木　康生 平13. 4. 1歯   診療所
     市歯704 高知市長浜６３１ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100013 706.6 山田デンタルオフィス〒781-0112 088-847-8841山田　秀和 山田　秀和 平13. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     市歯706 高知市仁井田２２３６－１４ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101013 707.4 畠中歯科クリニック 〒780-0842 088-824-8400畠中　雄一 畠中　雄一 平13. 6. 1歯   診療所
     市歯707 高知市追手筋１－９－２２高知メ常　勤:    1 移動 現存
     ディカルプラザ３Ｆ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102013 708.2 川﨑歯科 〒780-0844 088-802-3288川﨑　尚美 川﨑　尚美 平13. 7. 1歯   診療所
     市歯708 高知市永国寺町１－１８　上杉ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１Ｆ (歯       1) 平25. 7. 1
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  103013 710.8 よしもと歯科 〒780-8018 088-805-0418吉本　昇平 吉本　昇平 平13.10. 1歯   診療所
     市歯710 高知市竹島町１３－１　うしおえ常　勤:    1 新規 現存
     メディカルビル・イーア３Ｆ (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104013 711.6 高橋歯科医院 〒781-8122 088-884-1962高橋　淳志 高橋　淳志 平13.11.23歯   診療所
     市歯711 高知市高須新町３－１－５２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25.11.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105013 714.0 さかもと歯科 〒780-8040 088-837-8241坂本　竜治 坂本　竜治 平14. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     市歯714 高知市神田字徳久６２５－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106013 719.9 ひろこの歯科クリニッ〒781-0012 088-803-1151奥田　寛子 奥田　寛子 平14.12. 1歯   診療所
     市歯719 ク 高知市薊野東町５－４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107013 721.5 大塚矯正歯科 〒780-0822 088-822-8148大塚　和仁 大塚　和仁 平15. 3. 1矯歯 診療所
     市歯721 高知市はりまや町２丁目１－２０常　勤:    1 新規 現存
     パシフィックビル３Ｆ (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108013 722.3 岸歯科診療所 〒780-0052 088-872-0510岸　信明 岸　信明 平15. 5. 1歯   診療所
     市歯722 高知市大川筋２丁目５－３２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109013 723.1 ひさのデンタルクリニ〒780-8003 088-833-8200久野　浩 久野　浩 平16. 3. 1歯   診療所
     市歯723 ック 高知市北新田町１９－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110013 725.6 介良かっとう歯科 〒781-5106 088-860-6483甲藤　克彦 甲藤　克彦 平16. 5.18歯   診療所
     市歯725 高知市介良乙２８７　シルクハウ常　勤:    2 新規 現存
     ス２Ｆ　 (歯       2) 平28. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111013 726.4 ほそかわ歯科医院 〒780-0023 088-824-8848細川　雅史 細川　雅史 平16. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     市歯726 高知市東秦泉寺７６－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112013 727.2 医療法人　善風会　よ〒780-8015 088-831-7550医療法人　善風会　理吉川　善彦 平16.10. 1歯   診療所
     市歯727 しかわ歯科医院 高知市百石町３丁目１１番８号 常　勤:    1事長　吉川　善彦 移動 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［高知県］

［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    12 頁

  113013 728.0 松浦歯科医院 〒780-0870 088-822-6266松浦　新太郎 松浦　新太郎 平16.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     市歯728 高知市本町５丁目１－２　県庁前常　勤:    2 新規 現存
     ビル２Ｆ (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114013 730.6 いりあけ歯科クリニッ〒780-0041 088-823-4118市川　博盛 市川　博盛 平17. 1. 1歯   小歯 診療所
     市歯730 ク 高知市入明町１３－１９いりあけ常　勤:    1 新規 現存
     ぱてぃお１Ｆ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115013 731.4 ちかみ歯科 〒780-8040 088-834-4618千頭　弘典 千頭　弘典 平17. 1. 1歯   小歯 診療所
     市歯731 高知市神田４９３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116013 733.0 おかだ歯科クリニック〒780-0062 088-875-5181岡田　寿夫 岡田　寿夫 平17. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     市歯733 高知市新本町２丁目１９－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117013 734.8 いとう歯科 〒780-0971 088-820-4110伊藤　充孝 伊藤　充孝 平17. 4. 1歯   診療所
     市歯734 高知市南万々２０－４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118013 738.9 きよとお歯科 〒780-8015 088-832-7880清遠　英男 清遠　英男 平18. 4. 1歯   診療所
     市歯738 高知市百石町２丁目２９－１２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119013 740.5 松木歯科医院 〒780-0051 088-823-0018松木　宏真 松木　宏真 平18. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     市歯740 高知市愛宕町４丁目１３－４ 常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120013 741.3 西内歯科クリニック 〒781-5102 088-866-1122西内　義人 西内　義人 平18. 6. 1歯   診療所
     市歯741 高知市大津甲８４０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121013 742.1 長野歯科 〒780-0051 088-872-7977長野　健司 長野　健司 平18. 6. 1歯   診療所
     市歯742 高知市愛宕町３丁目１２－３２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122013 744.7 まこと歯科 〒780-8040 088-833-5773久岡　誠 久岡　誠 平18. 7. 1歯   診療所
     市歯744 高知市神田１４０６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  123013 746.2 野田歯科医院 〒780-8064 088-843-4030野田　拓聖 野田　拓聖 平18. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     市歯746 高知市朝倉丁３７番地１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124013 747.0 こまつ歯科クリニック〒781-5106 088-860-0411医療法人　翠松会　理小松　史 平18. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     市歯747 高知市介良乙１００４－２０ 常　勤:    2事長　小松　史 交代 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125013 750.4 はまだ子ども歯科矯正〒780-8015 088-834-1182医療法人　はまだ会　濵田　義彦 平19. 1. 1小歯 矯歯 診療所
     市歯750 歯科 高知市百石町１丁目１５番１５号常　勤:    1理事長　濵田　義彦 移動 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126013 751.2 フカミ歯科診療所 〒781-0114 088-847-3355深見　恒史 深見　恒史 平19. 1. 1歯   診療所
     市歯751 高知市十津３丁目６番２６－１号常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127013 757.9 ＤＥＮＴＡＬ　ＯＦＦ〒780-0056 088-885-6558松浦　剛士 松浦　剛士 平19. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     市歯757 ＩＣＥ　ＰＥＡＣＥ 高知市北本町３－１０－４７　２常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128013 758.7 さたけ歯科クリニック〒780-0072 088-885-3100佐竹　宣哲 佐竹　宣哲 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     市歯758 高知市杉井流５番地７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129013 759.5 前田歯科医院 〒780-0842 088-872-6794西岡　恵利子 西岡　恵利子 平19. 3.27歯   診療所
     市歯759 高知市追手筋１丁目１番８号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130013 760.3 いちかわ歯科 〒781-5105 088-878-4182市川　誠 市川　誠 平19. 5. 1歯   診療所
     市歯760 高知市介良甲　１０９０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131013 761.1 アーク歯科・矯正歯科〒780-0981 088-823-1002医療法人社団ティース北村　清太 平19. 5. 1歯   矯歯 歯外診療所
     市歯761 クリニック 高知市一ツ橋町１丁目１４５番３常　勤:    2　アート　理事長　北 交代 小歯 現存
     号 (歯       2)村　清太 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132013 763.7 山﨑歯科医院 〒781-0313 088-841-1818山﨑　功一 山﨑　功一 昭60.12. 4歯   診療所
     市歯763 高知市春野町内ノ谷１３８７－２常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平27.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  133013 764.5 医療法人広田歯科医院〒781-0311 088-848-1234医療法人広田歯科医院廣田　重水 平 8. 1. 1歯   診療所
     市歯764 高知市春野町芳原３４０１ 常　勤:    2　理事長　廣田　重水 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134013 765.2 別役歯科 〒781-0301 088-894-2255室岡　昌子 室岡　昌子 平13. 5.22歯   診療所
     市歯765 高知市春野町弘岡上９１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平25. 5.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135013 767.8 森本歯科 〒781-0303 088-828-6222医療法人　四つ葉会　森本　靖士 平17. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     市歯767 高知市春野町弘岡下３９９３－９常　勤:    1理事長　森本　靖士 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136013 768.6 岡本歯科 〒780-8061 088-844-4441医療法人　太歯会　理岡本　康生 平20. 2. 1歯   矯歯 診療所
     市歯768 高知市朝倉甲８６－４ 常　勤:    2事長　岡本　康生 移動 現存
     (歯       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137013 769.4 小松歯科診療所 〒780-0833 088-882-1550齋藤　薫子 齋藤　薫子 平20. 3.14歯   診療所
     市歯769 高知市南はりまや町１－１７－８常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 3.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138013 771.0 ほわいと歯科 〒780-0065 088-821-4618藤田　佳千 藤田　佳千 平20. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     市歯771 高知市塩田町１５－２１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139013 774.4 うえた歯科医院 〒781-0015 088-855-3451植田　栄作 植田　栄作 平21. 6.11歯   歯外 診療所
     市歯774 高知市薊野西町３丁目３１－１９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140013 775.1 ひゃっこく歯科 〒780-8015 088-803-8686坂本　大輔 坂本　大輔 平21. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     市歯775 高知市百石町２丁目２４－１５ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141013 776.9 須藤歯科医院 〒780-8010 088-832-4995須藤　博省 須藤　博省 平21. 7.11歯   診療所
     市歯776 高知市桟橋通１－１３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142013 777.7 ありた歯科 〒780-8008 088-833-0085有田　佳史 有田　佳史 平21. 9. 1歯   診療所
     市歯777 高知市潮新町２丁目１２番３４号常　勤:    1 移動 現存
     　濱田ハイツ１Ｆ (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  143013 778.5 おおかわ歯科クリニッ〒781-0241 088-855-4156大川　貴広 大川　貴広 平21.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     市歯778 ク 高知市横浜新町３丁目３１６－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144013 779.3 かしば歯科クリニック〒780-0088 088-882-2818医療法人　プリンス　花新発　建 平21.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     市歯779 高知市北久保５番１７号 常　勤:    2理事長　花新発　建 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145013 780.1 田岡歯科・矯正歯科ク〒780-8052 088-843-6480医療法人　翔和会　理田岡　雄 平21.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     市歯780 リニック 高知市鴨部１丁目１０番３３号 常　勤:    3事長　田岡　雄 移動 歯外 現存
     (歯       3) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146013 781.9 一般社団法人高知県歯〒780-0850 088-824-7862一般社団法人高知県歯野村　和男 平22. 3.27歯   診療所
     市歯781 科医師会　高知県歯科高知市丸ノ内１丁目７－４５ 常　勤:    1科医師会　会長　野村 移動 現存
     医師会歯科保健センタ (歯       1)　和男 平28. 3.27
     ー 非常勤:  178
     (歯     178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147013 784.3 高知駅つちもと歯科 〒780-0061 088-855-6480土本　洋平 土本　洋平 平22. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     市歯784 高知市栄田町１－２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148013 785.0 つつい歯科 〒780-0806 088-882-4188筒井　勇次 筒井　勇次 平22. 8.16歯   小歯 矯歯診療所
     市歯785 高知市知寄町２－２－４１知寄町常　勤:    1 移動 歯外 現存
     マンション１Ｆ (歯       1) 平28. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149013 787.6 土本歯科 〒780-0084 088-882-4393土本　祐輔 土本　祐輔 平22. 9. 1歯   診療所
     市歯787 高知市南御座３－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150013 788.4 松岡歯科医院 〒780-0817 088-882-7623医療法人　歯愛会　理松岡　純哉 平22.10. 1歯   診療所
     市歯788 高知市中宝永町１１番３号 常　勤:    1事長　松岡　修 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151013 789.2 中村歯科診療所 〒780-0927 088-872-5261中村　正人 中村　正人 平22.12. 6歯   診療所
     市歯789 高知市山ノ端町２１８－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 6
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  152013 791.8 スウィートハートデン〒780-8061 088-840-0003武政　賢洋 武政　賢洋 平23. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     市歯791 タルクリニック 高知市朝倉甲２００－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153013 792.6 金子歯科クリニック 〒780-0817 088-882-3848金子　理加 金子　理加 平23. 1. 1歯   小歯 診療所
     市歯792 高知市中宝永町７－１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154013 793.4 青木歯科 〒780-0033 088-824-7771青木　博幸 青木　博幸 平23. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     市歯793 高知市西秦泉寺４０７－１３ 常　勤:    2 移動 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155013 794.2 えびす歯科・矯正歯科〒780-0033 088-871-4618佐竹　秀太 佐竹　秀太 平23. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     市歯794 クリニック 高知市西秦泉寺８３－１ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156013 795.9 じゅん歯科クリニック〒780-0841 088-855-7558石黒　純子 石黒　純子 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     市歯795 高知市帯屋町１－１３－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157013 796.7 竹中歯科診療所 〒780-0965 088-825-3118竹中　一聡 竹中　一聡 平23. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     市歯796 高知市福井町１４２８－３０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158013 797.5 ＡＡｆ　橋本歯科医院〒780-0061 088-803-5800橋本　有央 橋本　有央 平23. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     市歯797 高知市栄田町３丁目１２－１９ポ常　勤:    1 新規 現存
     ルテス１階西 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159013 798.3 みさと歯科 〒781-0112 088-847-6350西岡　清 西岡　清 平23.12. 1歯   矯歯 診療所
     市歯798 高知市仁井田１６２０－１２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160013 800.7 たおか歯科 〒780-0901 088-872-2872田岡　太郎 田岡　太郎 平24. 4. 1歯   診療所
     市歯800 高知市上町２丁目２番２４号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161013 802.3 はみがき歯科クリニッ〒780-0088 088-856-8516山下　浩二 山下　浩二 平24. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     市歯802 ク 高知市北久保１８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  162013 803.1 依岡歯科クリニック 〒780-0915 088-820-3208依岡　伸幸 依岡　伸幸 平24. 9. 1歯   診療所
     市歯803 高知市小津町８－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163013 804.9 アール・ヴェール歯科〒780-0951 088-843-8181松岡　利盛 松岡　利盛 平24.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     市歯804 高知市西塚ノ原７９－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164013 805.6 森歯科 〒780-0056 088-882-8690森　万里子 森　万里子 平25. 1. 1歯   小歯 診療所
     市歯805 高知市北本町２丁目６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165013 807.2 まつざわ歯科クリニッ〒780-0072 088-856-7858松澤　壽章 松澤　壽章 平25. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     市歯807 ク 高知市杉井流１４番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166013 808.0 たにもと歯科・矯正歯〒780-8076 088-844-1181医療法人　たにもと歯谷本　賴昭 平25. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     市歯808 科 高知市朝倉東町３０番１７号アー常　勤:    2科・矯正歯科　理事長 交代 歯外 現存
     バンビレッジⅢ　１Ｆ (歯       2)　谷本　賴昭 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167013 810.6 おかざき矯正歯科クリ〒780-0061 088-824-6111医療法人　おかざき矯岡﨑　和之 平25. 9. 1矯歯 診療所
     市歯810 ニック 高知市栄田町三丁目８番７号　Ｏ常　勤:    2正歯科クリニック　理 交代 現存
     Ｓビル２Ｆ (歯       2)事長　岡﨑　和之 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168013 811.4 あたご歯科 〒780-0051 088-856-8214堀川　哲 堀川　哲 平25.11. 1歯   小歯 診療所
     市歯811 高知市愛宕町２－２０－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169013 812.2 横田歯科クリニック 〒780-0938 088-856-5302医療法人　ワイ・エイ横田　宜久 平26. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     市歯812 高知市旭駅前町４２番地４ 常　勤:    2チ・シー　理事長　横 新規 現存
     (歯       2)田　宜久 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170013 813.0 たかぎ歯科 〒780-0901 088-855-8143高木　博史 髙木　博史 平26. 4. 8歯   小歯 矯歯診療所
     市歯813 高知市上町３－５－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171013 814.8 友永歯科 〒780-0833 088-884-0770友永　章雄 友永　章雄 平26. 4. 1歯   診療所
     市歯814 高知市南はりまや町１丁目１５番常　勤:    2 交代 現存
     １９号 (歯       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  172013 815.5 歯科　地球３３番地 〒780-0074 088-861-0633有澤　正志 有澤　正志 平26. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     市歯815 高知市南金田１８－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173013 816.3 にしもと歯科クリニッ〒780-8064 088-828-8211西本　真人 西本　真人 平26. 4. 1歯   診療所
     市歯816 ク 高知市朝倉丁３番地１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174013 817.1 西本歯科医院 〒780-8072 088-843-5050西本　紀彦 西本　紀彦 平26. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     市歯817 高知市曙町１－８－３４ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175013 820.5 なりかわ歯科医院 〒780-0957 088-821-7737成川　玄 成川　玄 平27. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     市歯820 高知市山手町１４番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176013 821.3 にしむら歯科 〒780-0814 088-882-0002医療法人　恭洋会　理西村　嘉展 平27. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     市歯821 高知市稲荷町４番８号 常　勤:    1事長　西村　千晶 移動 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177013 822.1 すまいる歯科医院 〒781-0112 088-847-1182田中　寿男 田中　寿男 平27. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     市歯822 高知市仁井田６６１－６ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178013 823.9 ファミリーデンタルク〒780-0024 088-871-1994医療法人　黎明会　理長山　英樹 平27. 5. 1歯   小歯 診療所
     市歯823 リニック 高知市前里３５７番地２ 常　勤:    2事長　長山　英樹 組織変更 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179013 824.7 あさくら歯科・矯正歯〒780-8074 088-844-8666医療法人　柏会　理事岡本　哲郎 平27. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     市歯824 科 高知市朝倉横町２３番７－６号 常　勤:    2長　岡本　哲郎 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180013 825.4 スマイルプランみかづ〒780-0972 088-854-8808前田　健志 前田　健志 平27. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     市歯825 き歯科クリニック 高知市中万々８１４－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181013 826.2 谷歯科医院 〒781-0311 088-805-2277医療法人　健咬会　理谷　憲人 平27. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     市歯826 高知市春野町芳原７９１番地１ 常　勤:    1事長　谷　憲人 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  182013 827.0 高須岡林歯科 〒781-8104 088-821-7740岡林　茂慶 岡林　茂慶 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     市歯827 高知市高須３丁目５－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183013 828.8 公文歯科 〒780-0044 088-873-0217公文　義浩 公文　義浩 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     市歯828 高知市中水道７－１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184013 829.6 木口歯科医院 〒780-8081 088-856-8819木口　義朗 木口　義朗 平28. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     市歯829 高知市若草町９－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185013 830.4 医療法人　宏照会　は〒780-0822 088-882-0220医療法人　宏照会　理溝渕　隆宏 平28. 5. 1歯   診療所
     市歯830 りまや橋溝渕歯科クリ高知市はりまや町一丁目５番１２常　勤:    1事長　溝渕　隆宏 新規 現存
     ニック 号 (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186013 831.2 嶋本歯科クリニック 〒780-0821 088-884-0417医療法人　嶋本会　理嶋本　浩道 平28. 6.20歯   小歯 矯歯診療所
     市歯831 高知市桜井町二丁目６番３８号 常　勤:    2事長　嶋本　道晴 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 6.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187013 832.0 あさひ歯科 〒780-0937 088-855-4182橋本　真一 橋本　真一 平28. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     市歯832 高知市中須賀町３０－３ 常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188013 833.8 さとみデンタルクリニ〒780-0056 088-802-8211里見　美佐 里見　美佐 平28.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     市歯833 ック 高知市北本町四丁目５番３３号ラ常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     フィネ１Ｆ (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189013 834.6 にしおか歯科クリニッ〒781-0251 088-841-2287西岡　達志 西岡　達志 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     市歯834 ク 高知市瀬戸西町２－１８８－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190013 835.3 おおくぼ歯科 〒780-0965 088-823-0052医療法人　広昭会　理大久保　学 平29. 2. 1歯   診療所
     市歯835 高知市福井町８０４－１ 常　勤:    2事長　大久保　学 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191013 836.1 うぐるす歯科医院 〒780-8083 088-843-4182医療法人静高会　理事沼田　和治 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     市歯836 高知市鵜来巣１１番３８－９号 常　勤:    2長　沼田　和治 移動 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
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  192013 837.9 アポロニア歯科クリニ〒780-0966 088-872-1182日野　謙一郎 日野　謙一郎 平29.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     市歯837 ック 高知市福井扇町１１８２－１ 常　勤:    4 移動 歯外 現存
     (歯       4) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193013 838.7 のり歯科 〒780-0812 088-883-6578医療法人　維新の里　坂本　憲昭 平29.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     市歯838 高知市若松町１７０５番地２ 常　勤:    2理事長　坂本　憲昭 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194013 839.5 かたた歯科クリニック〒780-8010 088-832-8188堅田　和寿 堅田　和寿 平29.12. 1歯   歯外 診療所
     市歯839 高知市桟橋通２丁目８－１８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195013 840.3 かねこ矯正歯科 〒780-0901 088-854-8540金子　和之 金子　和之 平30. 2. 1矯歯 歯   診療所
     市歯840 高知市上町１丁目８－１３ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196013 841.1 ソフィアデンタル 〒780-0073 088-885-6480医療法人　こころ　理田中　孝輔 平30. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     市歯841 高知市北金田１１番２２号 常　勤:    2事長　田中　孝輔 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197013 842.9 はまだデンタルクリニ〒780-0832 088-802-8214濱田　史人 濱田　史人 平30. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     市歯842 ック 高知市九反田８－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198023 503.5 岩崎歯科医院 〒781-7101 0887-23-1052岩崎　博文 岩崎　博文 昭57. 1. 6歯   診療所
     室歯503 室戸市室戸岬町６８１０番１１３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199023 505.0 村戸歯科診療所 〒781-6832 0887-25-2101村戸　滋 村戸　滋 昭61. 8. 1歯   診療所
     室歯505 室戸市吉良川町甲２７８９ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200023 506.8 有光歯科医院 〒781-7103 0887-22-1200有光　慶祐 有光　慶祐 昭63. 7.19歯   診療所
     室歯506 室戸市浮津４７０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201023 507.6 山下歯科医院 〒781-6742 0887-26-1100山下　雅資 山下　雅資 平元. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     室歯507 室戸市羽根町乙１２７１－１ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  202023 508.4 医療法人松本会　浮津〒781-7105 0887-23-1338医療法人　松本会　理松本　和也 平 3. 1. 1歯   診療所
     室歯508 松本歯科クリニック 室戸市浮津２番町１２４ 常　勤:    1事長　松本　和也 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203023 510.0 松本歯科診療所 〒781-6832 0887-25-2055松本　啓司 松本　啓司 平16. 3. 1歯   小歯 診療所
     室歯510 室戸市吉良川町甲２８２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204033 466.3 長野歯科 〒784-0003 0887-35-2261長野　哲也 長野　哲也 昭51.10. 1歯   診療所
     芸歯466 安芸市久世町２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205033 467.1 せんとう歯科 〒784-0001 0887-34-0755仙頭　誠一郎 仙頭　誠一郎 平 4. 2.20歯   診療所
     芸歯467 安芸市矢の丸３丁目２－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206033 468.9 松田歯科医院 〒784-0004 0887-34-1799松田　安雄 松田　安雄 昭56. 5. 1歯   診療所
     芸歯468 安芸市本町２丁目６番５号 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207033 469.7 影山歯科診療所 〒784-0001 0887-34-1486影山　龍介 影山　龍介 昭57. 8. 2歯   診療所
     芸歯469 安芸市矢ノ丸２丁目７－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208033 470.5 森岡歯科医院 〒784-0004 0887-34-3042森岡　勇一郎 森岡　勇一郎 昭61. 7. 1歯   診療所
     芸歯470 安芸市本町２丁目４－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209033 471.3 おぎ歯科医院 〒784-0004 0887-35-5602尾木　啓司 尾木　啓司 平 2. 9. 1歯   小歯 診療所
     芸歯471 安芸市本町３丁目４－１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210033 472.1 有澤歯科クリニック 〒784-0001 0887-35-6480有澤　和宏 有澤　和宏 平11. 4. 8歯   小歯 診療所
     芸歯472 安芸市矢ノ丸１丁目３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211033 473.9 津田歯科医院 〒784-0004 0887-35-3068島内　理子 島内　理子 平11. 9. 1歯   診療所
     芸歯473 安芸市本町２丁目４－２９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212033 475.4 岡崎歯科クリニック 〒784-0022 0887-34-4072岡﨑　圭助 岡﨑　圭助 平13.12.18歯   診療所
     芸歯475 安芸市庄之芝町９－４２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.12.18
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  213043 456.2 西川歯科診療所 〒783-0093 088-864-1121西川　文雄 西川　文雄 昭55. 8. 1歯   診療所
     南歯456 南国市物部１５１２番地 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214043 460.4 医療法人泰和会　森本〒783-0004 088-864-2365医療法人　泰和会　前前田　好正 昭59. 6. 1歯   診療所
     南歯460 歯科診療所 南国市大埇甲１２１８番地 常　勤:    2田　好正 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215043 462.0 平和歯科診療所 〒783-0002 088-864-2317今井　建 今井　建 平 7. 9. 6歯   小歯 診療所
     南歯462 南国市駅前町２丁目６－２３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 9. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216043 464.6 西村歯科医院 〒783-0002 088-864-1331西村　重泰 西村　重泰 平 2. 3. 1歯   診療所
     南歯464 南国市駅前町１丁目４－２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217043 465.3 岩目歯科医院 〒783-0004 088-863-6380岩目　益芳 岩目　益芳 平10. 3. 1歯   診療所
     南歯465 南国市大埇甲１４６０－２１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218043 466.1 みもと歯科医院 〒783-0004 088-864-0002味元　議生 味元　議生 平 3. 4.20歯   矯歯 小歯診療所
     南歯466 南国市大埇甲１５１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219043 467.9 立田歯科 〒783-0091 088-863-6468加来　英治 加来　英治 平 3. 9. 1歯   診療所
     南歯467 南国市立田１２３７－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220043 468.7 医療法人全和会　南歯〒783-0026 088-863-0655医療法人全和会　理事相楽　茂紀 平 5.10. 1歯   診療所
     南歯468 科 南国市上末松６３９ 常　勤:    1長　相楽　茂紀 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221043 469.5 寺村歯科 〒783-0086 088-865-5656寺村　久由 寺村　久由 平 6. 8. 1歯   診療所
     南歯469 南国市緑ケ丘２丁目２０１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222043 470.3 間島歯科医院 〒783-0061 088-880-8033間島　昭彦 間島　昭彦 平11. 3. 2歯   診療所
     南歯470 南国市植野字岸之上１７４－８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223043 471.1 米田歯科 〒783-0086 088-865-6400米田　和典 米田　和典 平12. 3. 1歯   歯外 診療所
     南歯471 南国市緑ケ丘１丁目１１０５－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
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  224043 472.9 岡田歯科 〒783-0022 088-863-7811岡田　範子 岡田　範子 平15.11. 1歯   診療所
     南歯472 南国市小籠８５３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225043 473.7 川添歯科診療所 〒783-0047 088-866-2008川添　泰一 川添　泰一 平19. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南歯473 南国市岡豊町常通寺島１４８番地常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226043 475.2 かにたに歯科 〒783-0004 088-878-2677医療法人　かにたに歯蟹谷　英生 平25. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     南歯475 南国市大埇甲７６５番地１ 常　勤:    2科　理事長　蟹谷　英 交代 現存
     (歯       2)生 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227043 476.0 やまもも歯科クリニッ〒783-0085 088-856-6480谷田　豊宏 谷田　豊宏 平26. 2. 1歯   小歯 診療所
     南歯476 ク 南国市十市１７７０－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228043 477.8 高島歯科医院 〒783-0004 088-864-1182高島　悠 高島　悠 平28. 8. 1歯   小歯 診療所
     南歯477 南国市大埇甲２２８７番地 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229043 478.6 おなが通り歯科 〒783-0006 088-802-6480前田　憲哉 前田　憲哉 平29. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     南歯478 南国市篠原１７０４－１番地 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230043 479.4 きよおか歯科 〒783-0006 088-802-8148清岡　俊平 清岡　俊平 平30. 4. 1歯   小歯 診療所
     南歯479 南国市篠原１２０ー１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231053 456.9 瀬戸歯科診療所 〒781-1102 088-852-0191瀬戸　潤一 瀬戸　隆宏 昭45. 8. 1歯   診療所
     佐歯456 土佐市高岡町乙１５３番地 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232053 471.8 福島歯科医院 〒781-1105 088-852-4205福島　善彦 福島　善彦 昭52. 7. 1歯   診療所
     佐歯471 土佐市蓮池１２０６－２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233053 474.2 秋山歯科診療所 〒781-1102 088-852-0328秋山　謙三 秋山　謙三 昭54. 4.30歯   診療所
     佐歯474 土佐市高岡町乙３４７６－６７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4.30
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  234053 477.5 江渕歯科診療所 〒781-1102 088-852-6480江渕　有三 江渕　有三 昭62. 5.11歯   診療所
     佐歯477 土佐市高岡町乙８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235053 478.3 矢野歯科医院 〒781-1101 088-852-6677矢野　博彦 矢野　博彦 昭62. 6.15歯   小歯 診療所
     佐歯478 土佐市高岡町甲１８４１－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236053 479.1 広瀬歯科 〒781-1134 088-855-0380廣瀬　恒夫 廣瀬　恒夫 平元. 9. 1歯   診療所
     佐歯479 土佐市家俊１１０９－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237053 482.5 山本歯科医院 〒781-1101 088-852-0505山本　卓二 山本　卓二 平 6. 7.18歯   診療所
     佐歯482 土佐市高岡町甲１８９４－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238053 483.3 河合歯科医院 〒781-1161 088-856-0239河合　竜佐 河合　竜佐 平 8. 6. 1歯   診療所
     佐歯483 土佐市宇佐町宇佐７２１－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239053 484.1 森沢歯科診療所 〒781-1102 088-852-7676森澤　義明 森澤　義明 平 8.11. 1歯   小歯 診療所
     佐歯484 土佐市高岡町乙３３７５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240053 485.8 田原歯科診療所 〒781-1101 088-852-5032田原　学 田原　学 平 9. 5. 1歯   診療所
     佐歯485 土佐市高岡町甲１９６５－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241053 488.2 塩田歯科 〒781-1102 088-852-0161塩田　勉 塩田　勉 平26. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     佐歯488 土佐市高岡町乙３５２３－６ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242053 491.6 ふくしまデンタルクリ〒781-1102 088-821-7407福島　恒介 福島　恒介 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     佐歯491 ニック 土佐市高岡町乙３０４番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243063 462.5 野田歯科診療所 〒785-0003 0889-42-0266野田　景一 野田　景一 昭57. 7. 1歯   診療所
     須歯462 須崎市新町２丁目３－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  244063 466.6 田村歯科診療所 〒785-0010 0889-42-1009田村　誠康 田村　誠康 昭63. 6. 1歯   小歯 診療所
     須歯466 須崎市鍛冶町６－３０ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245063 467.4 たかはし歯科医院 〒785-0035 0889-43-1666高橋　一康 高橋　一康 昭63. 7. 1歯   診療所
     須歯467 須崎市大間東町１－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246063 471.6 医療法人　奴田原歯科〒785-0036 0889-43-1050医療法人奴田原歯科医奴田原　淳 平 6. 9. 1歯   診療所
     須歯471 医院 須崎市緑町８－１１ 常　勤:    1院　理事長　奴田原　 現存
     (歯       1)淳 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247063 473.2 山田歯科医院 〒785-0005 0889-43-0194山田　孝徳 山田　孝徳 平 7. 3. 1歯   診療所
     須歯473 須崎市東古市町１－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248063 474.0 吉野歯科 〒785-0035 0889-42-0954吉野　貴之 吉野　貴之 平 7. 6. 1歯   診療所
     須歯474 須崎市大間東町１８８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249063 475.7 まるとみ歯科医院 〒785-0009 0889-43-2323井上　晴雄 井上　晴雄 平 8.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     須歯475 須崎市西町２丁目１８０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250063 476.5 医療法人　桜歯会　野〒785-0041 0889-42-5280医療法人　桜歯会　野野中　規弘 平15. 7.11歯   小歯 診療所
     須歯476 中歯科 須崎市西崎町７－２６ 常　勤:    2中　規弘 移動 現存
     (歯       2) 平27. 7.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251063 477.3 髙橋歯科医院 〒785-0008 0889-42-0142髙橋　宏治 髙橋　宏治 平18. 3.16歯   診療所
     須歯477 須崎市中町１－５－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252063 478.1 福島歯科医院 〒785-0004 0889-42-0161桑原　主子 桑原　主子 平25. 5. 1歯   診療所
     須歯478 須崎市青木町６－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253073 508.3 田中歯科医院 〒787-0029 0880-35-2078田中　和夫 田中　和夫 昭57. 6. 1歯   診療所
     四万歯508 四万十市中村小姓町４９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254073 511.7 京町歯科診療所 〒787-0033 0880-34-2258山本　法弘 山本　法弘 平 7. 8.18歯   診療所
     四万歯511 四万十市中村大橋通３丁目２４－常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平28. 8.18
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  255073 513.3 松岡歯科医院 〒787-0023 0880-35-4888松岡　郷一 松岡　郷一 平 9. 8.19歯   小歯 診療所
     四万歯513 四万十市中村東町３丁目２－２２常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 8.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256073 514.1 山本歯科診療所 〒787-0028 0880-35-2656山本　恵造 山本　恵造 昭60. 6.10歯   診療所
     四万歯514 四万十市中村山手通３１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257073 516.6 島田歯科 〒787-0033 0880-34-1418島田　力 島田　力 平 4. 9. 1歯   診療所
     四万歯516 四万十市中村大橋通６丁目１３６常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258073 517.4 本田歯科 〒787-0001 0880-34-1182本田　常晴 本田　常晴 昭61. 1. 1歯   矯歯 診療所
     四万歯517 四万十市中村本町１丁目４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259073 518.2 町田歯科診療所 〒787-0031 0880-35-3315町田　薫 町田　薫 昭62. 1. 1歯   診療所
     四万歯518 四万十市中村東下町２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260073 520.8 池本歯科医院 〒787-0012 0880-35-6188池本　清夫 池本　清夫 昭62. 2.14歯   小歯 歯外診療所
     四万歯520 四万十市右山五月町１４５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261073 521.6 にいや歯科医院 〒787-0019 0880-37-4182新谷　泰司 新谷　泰司 平元. 9. 7歯   診療所
     四万歯521 四万十市具同２２４１－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262073 524.0 医療法人紀親会　朝日〒787-0024 0880-34-1108医療法人　紀親会　理朝日　紀之 平 3. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     四万歯524 歯科 四万十市中村於東町２６ 常　勤:    2事長　朝日　紀之 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263073 525.7 幸徳歯科 〒787-0033 0880-34-5578山本　明 山本　明 平 3. 4.12歯   診療所
     四万歯525 四万十市中村大橋通６丁目１－２常　勤:    1 現存
     ４ (歯       1) 平30. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264073 527.3 高畑歯科 〒787-0051 0880-37-5454高畑　佳人 高畑　佳人 平 7. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     四万歯527 四万十市具同田黒２－４－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  265073 528.1 宮定歯科医院 〒787-0012 0880-34-4664宮定　一朗 宮定　一朗 平14. 1. 1歯   診療所
     四万歯528 四万十市右山五月町３－２０ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266073 531.5 岡村歯科医院 〒787-1601 0880-52-1063岡村　哲郎 岡村　哲郎 平 6. 3. 4歯   診療所
     四万歯531 四万十市西土佐江川崎２４２０－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平30. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267073 533.1 山本歯科医院 〒787-0051 0880-37-1368山本　正副 山本　正副 平18. 8. 1歯   矯歯 診療所
     四万歯533 四万十市具同田黒２－１６－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268073 535.6 さつき新谷歯科 〒787-0012 0880-34-6881新谷　俊二 新谷　俊二 平19. 9. 1歯   診療所
     四万歯535 四万十市右山五月町１４番１６号常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269073 536.4 北代歯科 〒787-0029 0880-34-1152北代　智惠 北代　智惠 平27. 4.23歯   歯外 診療所
     四万歯536 四万十市中村小姓町６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270073 537.2 岡村歯科医院 〒787-0010 0880-35-2088岡村　祥平 岡村　祥平 平28.11. 1歯   診療所
     四万歯537 四万十市古津賀一丁目１４６番地常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271073 538.0 川村歯科 〒787-0051 0880-31-2501医療法人　Ｄｅｎｔａ川村　則夫 平29.10. 1歯   診療所
     四万歯538 四万十市具同田黒３丁目７番５号常　勤:    1ｌ　Ｐｌｕｓ　理事長 組織変更 現存
     (歯       1)　川村　則夫 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272083 425.8 安岡歯科診療所 〒787-0242 0880-84-0002安岡　雅仁 安岡　雅仁 昭50.11. 1歯   診療所
     清歯425 土佐清水市下ノ加江２１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273083 427.4 富田歯科 〒787-0332 0880-82-3312富田　良治 富田　良治 昭55. 5. 1歯   診療所
     清歯427 土佐清水市汐見町７番１１号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274083 430.8 幸歯科医院 〒787-0325 0880-82-4181冨田　幸伸 冨田　幸伸 昭61. 4. 3歯   診療所
     清歯430 土佐清水市栄町２－１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  275083 433.2 大西歯科医院 〒787-0323 0880-82-0531大西　比呂支 大西　比呂支 平20.11. 1歯   診療所
     清歯433 土佐清水市寿町１－６－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276083 434.0 楠井歯科 〒787-0326 0880-82-3188楠井　清貴 楠井　清貴 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     清歯434 土佐清水市本町１０－６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277083 436.5 植垣歯科 〒787-0305 0880-82-1881植垣　賢人 植垣　賢人 平30. 4. 1歯   診療所
     清歯436 土佐清水市天神町１３－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  278093 211.0 本田歯科医院 〒788-0001 0880-63-2936本田　朝之 本田　朝之 昭50. 9. 1歯   診療所
     宿歯211 宿毛市中央４丁目２－２９ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279093 504.8 酒井歯科医院 〒788-0001 0880-63-2369酒井　一 酒井　一 昭57. 2.16歯   診療所
     宿歯504 宿毛市中央４丁目１－３１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280093 506.3 西村歯科診療所 〒788-0031 0880-63-4748西村　正 西村　正 昭60. 8. 1歯   診療所
     宿歯506 宿毛市貝塚１番３号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281093 508.9 二神歯科医院 〒788-0783 0880-66-1517二神　雅彦 二神　雅彦 昭61. 5. 7歯   診療所
     宿歯508 宿毛市平田町戸内字勘内４３００常　勤:    2 現存
     番１ (歯       2) 平28. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282093 509.7 吉田歯科 〒788-0001 0880-63-2666吉田　紀雄 吉田　紀雄 昭62. 7. 1歯   診療所
     宿歯509 宿毛市中央７丁目８－１３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283093 510.5 竹松歯科 〒788-0001 0880-63-0227竹松　慶三 竹松　慶三 昭63. 4.18歯   診療所
     宿歯510 宿毛市中央１丁目６番３５号 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284093 511.3 坂本歯科医院 〒788-0003 0880-63-0360坂本　明生 坂本　明生 昭63. 8. 3歯   診療所
     宿歯511 宿毛市幸町２－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285093 512.1 平井歯科医院 〒788-0012 0880-65-7107平井　昌行 平井　昌行 平元. 5. 6歯   診療所
     宿歯512 宿毛市高砂２２－１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 6
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  286093 513.9 カタクラ歯科 〒788-0013 0880-65-5125方倉　国彦 方倉　国彦 平 6. 6. 1歯   診療所
     宿歯513 宿毛市片島１５－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287093 514.7 西町歯科医院 〒788-0025 0880-65-0001山本　宗寿 山本　宗寿 平 9. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宿歯514 宿毛市西町２丁目２０－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288093 515.4 米花歯科医院 〒788-0784 0880-66-1331米花　國夫 米花　國夫 平12.12. 1歯   診療所
     宿歯515 宿毛市山奈町山田１３７６－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289093 517.0 おきのしま歯科 〒788-0677 09095534966 土本　昭雄 土本　昭雄 平22. 9. 1歯   診療所
     宿歯517 宿毛市沖の島町母島１７３９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290093 518.8 前田歯科矯正歯科 〒788-0005 0880-63-3803前田　芳彦 前田　芳彦 平25. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     宿歯518 宿毛市萩原１番３１号 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291103 001.3 今井歯科医院 〒781-5310 0887-55-1588今井　一雄 今井　一雄 昭58. 5.11歯   診療所
     香南歯1 香南市赤岡町５７４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292103 002.1 医療法人恒石会　恒石〒781-5310 0887-54-3467医療法人恒石会　理事恒石　篤司 平 2. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     香南歯2 歯科 香南市赤岡町９８０－４ 常　勤:    2長　恒石　篤司 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293103 003.9 はしもと歯科 〒781-5331 0887-55-5577橋本　淳 橋本　淳 平 5. 8. 2歯   小歯 診療所
     香南歯3 香南市香我美町岸本１２７２－１常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平29. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294103 005.4 小松歯科診療所 〒781-5232 0887-56-0407小松　泰子 小松　智生 昭37. 8. 1歯   診療所
     香南歯5 香南市野市町西野１９８６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295103 006.2 藤川歯科診療所 〒781-5213 0887-56-0445栗山　治義 栗山　治義 昭53. 7. 1歯   小歯 診療所
     香南歯6 香南市野市町東野９９４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  296103 007.0 大島歯科医院 〒781-5235 0887-56-1280大島　仁 大島　仁 昭59.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     香南歯7 香南市野市町下井６３２－１０ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297103 009.6 長岡歯科医院 〒781-5232 0887-57-1301長岡　慎自 長岡　慎自 平10. 9. 1歯   診療所
     香南歯9 香南市野市町西野６５２－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298103 010.4 池田歯科クリニック 〒781-5212 0887-57-1184池田　隆志 池田　隆志 平12.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     香南歯10 香南市野市町土居１５１５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299103 011.2 ながやま歯科医院 〒781-5206 0887-57-3118長山　寛 長山　寛 平13. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     香南歯11 香南市野市町みどり野３丁目５８常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300103 012.0 ながの歯科 〒781-5601 0887-55-1150長野　素也 長野　素也 平 9. 4. 9歯   診療所
     香南歯12 香南市夜須町坪井４３１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301103 013.8 医療法人　山北歯科診〒781-5453 0887-57-1022医療法人　山北歯科診國藤　潤 平22. 6. 1歯   歯外 矯歯診療所
     香南歯13 療所 香南市香我美町山北２８３３番地常　勤:    1療所　理事長　國藤　 新規 現存
     (歯       1)潤 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302103 014.6 黒岩歯科医院 〒781-5232 0887-56-0230黒岩　洋子 黒岩　洋子 平24. 7. 2歯   診療所
     香南歯14 香南市野市町西野２６６７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303103 016.1 乾歯科 〒781-5232 0887-56-1951医療法人　乾会　理事乾　大紀 平26. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     香南歯16 香南市野市町西野２７０６番地２常　勤:    2長　乾　正明 移動 現存
     ０ (歯       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304103 017.9 どんぐり歯科 〒781-5232 0887-52-9972有岡　憲助 有岡　憲助 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     香南歯17 香南市野市町西野２２７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  305113 004.5 八井田歯科医院 〒782-0032 0887-52-2322八井田　桂 八井田　桂 昭63. 5. 6歯   診療所
     香美歯4 香美市土佐山田町西本町５丁目３常　勤:    1 現存
     －１９ (歯       1) 平30. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306113 006.0 あけぼの街道　佐々木〒782-0047 0887-57-0082佐々木　英明 佐々木　英明 平13. 4. 1歯   小歯 診療所
     香美歯6 歯科医院 香美市土佐山田町４８２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307113 008.6 山本歯科医院 〒782-0047 0887-57-4182山本　真琴 山本　真琴 平15. 1. 1歯   小歯 診療所
     香美歯8 香美市土佐山田町４６１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308113 009.4 医療法人　奉徳会　山〒782-0031 0887-52-2222医療法人　奉徳会　理山下　善祐 平18. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     香美歯9 下歯科 香美市土佐山田町東本町３丁目５常　勤:    2事長　山下　善祐 移動 矯歯 現存
     ７番３ (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309113 011.0 高橋歯科医院 〒781-4212 0887-59-2002高橋　啓彰 高橋　啓彰 昭54. 8. 1歯   診療所
     香美歯11 香美市香北町美良布１２０８－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310113 013.6 竹本歯科診療所 〒782-0031 0887-52-3839竹本　真一郎 竹本　真一郎 平21. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     香美歯13 香美市土佐山田町東本町２丁目２常　勤:    1 交代 現存
     －４５ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311113 014.4 岡西歯科診療所 〒782-0009 0887-53-2305岡西　裕公 岡西　裕公 平21. 1. 1歯   診療所
     香美歯14 香美市土佐山田町神母ノ木３７７常　勤:    1 交代 現存
     －８ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312113 016.9 香美市立物部歯科診療〒781-4401 0887-58-4768香美市長 安西　茂樹 平23. 1.12歯   診療所
     香美歯16 所 香美市物部町大栃８７８番地３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 1.12
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313113 018.5 小松歯科 〒782-0035 0887-52-8066医療法人　健仁会　理小松　紀彦 平27. 3. 3歯   歯外 小歯診療所
     香美歯18 香美市土佐山田町百石町１－６－常　勤:    1事長　小松　健彦 新規 現存
     １２ (歯       1) 平27. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314113 020.1 佐々木歯科診療所 〒781-4212 0887-59-2127佐々木　幸生 佐々木　幸生 平28. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     香美歯20 香美市香北町美良布１０８１番地常　勤:    2 交代 歯外 現存
     １ (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  315113 021.9 楠目歯科診療所 〒782-0051 0887-53-5648医療法人　くずめ会　楠目　真大 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     香美歯21 香美市土佐山田町楠目４７３番地常　勤:    2理事長　楠目　真大 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316113 022.7 かぎやまデンタルクリ〒782-0034 0887-53-7575医療法人　むこせ　理鍵山　富希 平28. 9. 1歯   小歯 診療所
     香美歯22 ニック 香美市土佐山田町宝町１丁目１－常　勤:    1事長　鍵山　富希 組織変更 現存
     ２５ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317203 503.7 安岡歯科診療所 〒781-6410 0887-38-3020安岡　一叔 安岡　一叔 昭58. 1. 5歯   診療所
     安歯503 安芸郡田野町１４４７－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318203 505.2 安岡歯科医院 〒781-6402 0887-38-5380安岡　章 安岡　章 昭59.10. 1歯   診療所
     安歯505 安芸郡奈半利町乙１５８３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319203 506.0 普光江歯科診療所 〒781-6410 0887-38-2327普光江　洋 普光江　洋 昭60. 5. 7歯   矯歯 診療所
     安歯506 安芸郡田野町２１４７－３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320203 508.6 手島歯科 〒781-6402 0887-38-4427手島　健典 手島　健典 昭61. 7. 8歯   診療所
     安歯508 安芸郡奈半利町乙１３６４－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321203 510.2 小森歯科医院 〒781-6402 0887-38-5701小森　賢一郎 小森　賢一郎 平 4. 9. 1歯   診療所
     安歯510 安芸郡奈半利町乙１６７７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322203 511.0 医療法人　展久会　東〒781-7412 0887-29-3678医療法人　展久会　理宮田　喜博 平 6. 9. 1歯   診療所
     安歯511 洋歯科クリニック 安芸郡東洋町大字河内１５１－１常　勤:    1事長　宮田　喜博 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323203 512.8 芸西歯科 〒781-5701 0887-33-4205伊藤　進一 伊藤　進一 平11. 4. 1歯   診療所
     安歯512 安芸郡芸西村和食甲１２９０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324203 513.6 みやた歯科 〒781-6421 0887-38-7866宮田　定俊 宮田　定俊 平13.10. 1歯   診療所
     安歯513 安芸郡安田町大字安田１６５３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325223 296.4 秋山歯科診療所 〒789-0303 0887-72-1717秋山　公生 秋山　公生 平 9.12. 4歯   診療所
     長歯296 長岡郡大豊町川口１９１９－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27.12. 4
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  326223 297.2 辻益　デンタルクリニ〒781-3601 0887-76-4327上田　哲也 上田　哲也 平19. 4. 1歯   診療所
     長歯297 ック 長岡郡本山町本山６２０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327233 317.6 西川歯科診療所 〒781-3521 0887-82-0224西川　正彦 西川　正彦 平 3. 5. 7歯   診療所
     土歯317 土佐郡土佐町田井１３７０－９ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328243 504.7 西村歯科医院 〒781-2128 088-893-3608西村　正央 西村　正央 昭56. 4.13歯   診療所
     吾歯504 吾川郡いの町波川５５４－２ 常　勤:    2 現存
     (歯       1) 平29. 4.13
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329243 512.0 医療法人臼歯会　安岡〒781-2105 088-893-0100医療法人臼歯会　理事安岡　隆三郎 平元. 9. 1歯   診療所
     吾歯512 診療所 吾川郡いの町新町３５ 常　勤:    3長　安岡　隆三郎 現存
     (歯       3) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330243 517.9 医療法人　大原会　大〒781-2110 088-892-0068医療法人　大原会　理大原　路也 平 6. 5. 1歯   診療所
     吾歯517 原歯科医院 吾川郡いの町３６３０ 常　勤:    2事長　大原　路也 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331243 519.5 久万田歯科 〒781-2120 088-893-6480久万田　尚資 久万田　尚資 平 9. 5. 8歯   小歯 診療所
     吾歯519 吾川郡いの町枝川２９９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 8
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332243 520.3 森歯科医院 〒781-2110 088-892-4525森　勝 森　勝 平10. 4.24歯   診療所
     吾歯520 吾川郡いの町１７００ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333243 521.1 新町歯科 〒781-2105 088-893-3581馬渕　一郎 馬渕　一郎 平11. 4. 1歯   診療所
     吾歯521 吾川郡いの町新町５９　港南ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334243 525.2 藤本歯科医院 〒781-2120 088-893-5318藤本　庸介 藤本　庸介 平16.11. 1歯   診療所
     吾歯525 吾川郡いの町枝川３１１－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335243 529.4 片岡歯科 〒781-2401 088-867-3838片岡　義晶 片岡　義晶 平18. 5. 1歯   診療所
     吾歯529 吾川郡いの町上八川甲１９４１－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  336243 530.2 安光歯科 〒781-2123 088-891-6488医療法人　大空会　理安光　秀人 平18. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     吾歯530 吾川郡いの町天王南２丁目１番地常　勤:    1事長　安光　秀人 交代 歯外 現存
     １ (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337243 531.0 中内歯科診療所 〒781-1801 0889-32-1013後藤　和美 後藤　和美 平29. 2. 7歯   診療所
     吾歯531 吾川郡仁淀川町森２５７７－１８常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338253 347.8 下村歯科診療所 〒789-1301 0889-52-2369下村　稔 下村　稔 昭49.12. 1歯   歯外 診療所
     高歯347 高岡郡中土佐町久礼６４６８－６常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339253 509.3 国民健康保険梼原歯科〒785-0612 0889-65-1070梼原町長 橘　宏幸 昭58. 3. 1歯   診療所
     高歯509 診療所 高岡郡梼原町川西路２３０３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340253 510.1 大黒歯科医院 〒781-1301 0889-26-3533大黒　裕文 大黒　裕文 平元. 9.26歯   診療所
     高歯510 高岡郡越知町越知甲１６９４－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341253 511.9 岡林歯科医院 〒789-1202 0889-22-5680岡林　健二 岡林　健二 平11. 3.15歯   診療所
     高歯511 高岡郡佐川町乙１８３９－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342253 514.3 古味歯科診療所 〒781-1301 0889-26-0344古味　信次 古味　信次 平 4. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     高歯514 高岡郡越知町越知甲１６７９－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  343253 516.8 大野見村歯科診療所 〒789-1401 088-852-4205福島　善彦 福島　善彦 昭62. 3.10歯   診療所
     高歯516 高岡郡中土佐町大野見吉野１４番常　勤:    1 現存
     地 (歯       1) 平29. 3.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344253 517.6 矢野歯科診療所 〒786-0014 0880-22-0433矢野　宗憲 矢野　宗憲 昭62.12. 4歯   診療所
     高歯517 高岡郡四万十町新開町４－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345253 519.2 日高歯科 〒781-2153 0889-24-7793濱田　卓也 濱田　卓也 平 2. 6. 4歯   診療所
     高歯519 高岡郡日高村本郷２３１－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 4
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  346253 521.8 嶋﨑歯科医院 〒789-1202 0889-22-0002嶋﨑　聖二 嶋﨑　聖二 平 4. 4.13歯   診療所
     高歯521 高岡郡佐川町乙１８７０－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347253 522.6 どい歯科クリニック 〒786-0012 0880-22-2303土居　詔人 土居　詔人 平 4.10. 1歯   診療所
     高歯522 高岡郡四万十町北琴平町１２－２常　勤:    1 現存
     ９ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348253 523.4 こうなん歯科 〒786-0008 0880-22-2272恒石　宣彦 恒石　宣彦 平 7. 3.15歯   小歯 診療所
     高歯523 高岡郡四万十町榊山町６－１３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349253 524.2 小畠歯科医院 〒786-0013 0880-22-0056小畠　啓三 小畠　啓三 平 7.11.26歯   診療所
     高歯524 高岡郡四万十町琴平町１４－３５常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.11.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350253 525.9 かつみ歯科 〒786-0021 0880-29-7300石元　克実 石元　克実 平15.12. 1歯   診療所
     高歯525 高岡郡四万十町仁井田１２２３－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351253 526.7 医療法人　善佳会　い〒786-0301 0880-27-0441医療法人　善佳会　理岩崎　善仁 平 9. 6. 1歯   診療所
     高歯526 わさき歯科 高岡郡四万十町大正４６０－８ 常　勤:    1事長　岩﨑　善仁 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352253 527.5 土居歯科医院 〒786-0511 0880-28-5350土居　宏幸 土居　宏幸 昭60. 7. 1歯   診療所
     高歯527 高岡郡四万十町昭和６７２－３　常　勤:    1 現存
     昭和農林会館３Ｆ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353253 528.3 はやかわ歯科医院 〒789-1201 0889-22-0888早川　博侍 早川　博侍 平19. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     高歯528 高岡郡佐川町甲８５３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354253 529.1 高橋歯科診療所 〒785-0501 0889-62-2512高橋　正樹 高橋　正樹 平19. 7.11歯   診療所
     高歯529 高岡郡津野町力石２９０１－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 7.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355253 530.9 葉やまの歯いしゃさん〒785-0202 0889-55-3005和田　正臣 和田　正臣 平21.11. 1歯   診療所
     高歯530 高岡郡津野町姫野々４００番３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356253 531.7 きらり歯科医院 〒789-1301 0889-52-4885下村　誠 下村　誠 平26. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     高歯531 高岡郡中土佐町久礼２０９８番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平26. 6. 1
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  357253 532.5 長山歯科診療所 〒786-0042 0880-24-0502長山　久美子 長山　久美子 平26. 7. 1歯   診療所
     高歯532 高岡郡四万十町黒石５６４－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358263 416.9 芝崎歯科医院 〒789-1931 0880-43-1202芝崎　壽泰 芝崎　寿郎 昭42. 5. 1歯   診療所
     幡歯416 幡多郡黒潮町入野２９４０－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359263 512.5 安光歯科医院 〒789-1931 0880-43-4488安光　勇人 安光　勇人 昭62.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     幡歯512 幡多郡黒潮町入野２５８１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360263 515.8 医療法人　桐花会　佐〒789-1720 0880-55-3206医療法人　桐花会　理山本　泉 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     幡歯515 賀歯科診療所 幡多郡黒潮町佐賀６８９番１ 常　勤:    1事長　山本　泉 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361263 516.6 ながおか歯科医院 〒788-0302 0880-73-1818長岡　央 長岡　央 平 8.12. 3歯   小歯 診療所
     幡歯516 幡多郡大月町弘見２１０３番地２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362263 518.2 山本歯科三原出張所 〒787-0803 0880-46-2012山本　正副 山本　正副 平10. 8. 1歯   矯歯 診療所
     幡歯518 幡多郡三原村来栖野４７９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363263 521.6 佐々山歯科 〒788-0302 0880-73-0773佐々山　敬康 佐々山　敬康 平12. 3.15歯   小歯 診療所
     幡歯521 幡多郡大月町弘見２０６６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364263 523.2 医療法人　真仁会　和〒789-1931 0880-43-3636医療法人　真仁会　理山本　泉 平16. 9. 1歯   小歯 診療所
     幡歯523 泉歯科医院 幡多郡黒潮町入野２０８２－９ 常　勤:    1事長　山本　泉 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365263 524.0 黒潮町国保拳ノ川歯科〒789-1703 0880-55-7143黒潮町長 立本　行宏 平18. 3.20歯   小歯 診療所
     幡歯524 診療所 幡多郡黒潮町拳ノ川３１番地１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  366263 525.7 小谷歯科診療所 〒789-1901 0880-44-1529小谷　正樹 小谷　正樹 平21. 1. 1歯   診療所
     幡歯525 幡多郡黒潮町上川口８７７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


