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    101-3092-4 高橋歯科医院 〒030-0823 017-777-8064高橋　正雄 高橋　正雄 昭46.11.18歯   診療所
     青歯92 青森市橋本三丁目９－２１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-3105-4 嶋谷歯科医院 〒030-0803 0177-22-4683嶋谷　保寿 嶋谷　保寿 昭46. 5.15歯   診療所
     青歯105 青森市安方二丁目７－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-3107-0 小笠原歯科医院 〒030-0813 017-734-7841小笠原　佑吉 小笠原　佑吉 昭46. 6. 1歯   診療所
     青歯107 青森市松原三丁目１４－２７タケ常　勤:    3 新規 現存
     ダビル　２０２号 (歯       3) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-3127-8 高畑歯科医院 〒030-0843 017-723-3358髙畑　研佑 髙畑　研佑 昭51. 9. 1歯   診療所
     青歯127 青森市大字浜田字玉川１４１－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-3135-1 秋元歯科医院 〒038-0024 017-766-7000秋元　正三 秋元　正三 昭52. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     青歯135 青森市浪館前田四丁目９－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-3136-9 藤川歯科医院 〒030-0823 017-722-7819藤川　修成 藤川　修成 昭52. 8.15歯   診療所
     青歯136 青森市橋本二丁目１２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-3138-5 阿保歯科 〒030-0861 017-722-3686阿保　憲興 阿保　憲興 昭52.10. 1歯   歯外 小  診療所
     青歯138 青森市長島一丁目３－１７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-3139-3 小山歯科医院 〒030-0862 0177-76-5900小山　隆 小山　隆 昭52.11.15歯   診療所
     青歯139 青森市古川二丁目１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-3145-0 布施歯科医院 〒030-0961 017-742-8470布施　孝 布施　孝 昭53. 8. 1歯   診療所
     青歯145 青森市浪打一丁目１５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-3147-6 長内歯科医院 〒030-0862 0177-22-3760長内　由美 長内　由美 昭53.12. 1歯   診療所
     青歯147 青森市古川一丁目１８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1101-3153-4 田村歯科医院 〒038-0015 0177-82-6351田村　紀夫 田村　紀夫 昭54.12.15歯   診療所
     青歯153 青森市千刈二丁目１－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201-3154-2 幸畑歯科 〒030-0943 0177-38-8000荒関　文雄 荒関　文雄 昭54.12.15歯   診療所
     青歯154 青森市幸畑二丁目１３－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-3161-7 山口歯科医院 〒030-0802 017-777-6887山口　勝弘 山口　勝弘 昭55. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯161 青森市本町五丁目４－２小関耳鼻常　勤:    2 新規 現存
     咽喉科　２階 (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-3163-3 小川歯科診療所 〒030-0962 017-742-5070小川　武裕 小川　武裕 昭55. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯163 青森市佃二丁目２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-3164-1 山田歯科医院 〒030-0821 017-774-6006山田　芳夫 山田　芳夫 昭55. 7. 1歯   診療所
     青歯164 青森市勝田二丁目４－９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-3165-8 新山歯科矯正歯科医院〒030-0811 017-777-6570新山　龍治 新山　龍治 昭55. 7.15歯   矯歯 小歯診療所
     青歯165 青森市青柳二丁目４－１５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-3166-6 わかい歯科医院 〒030-0961 017-741-0411若井　以久子 若井　以久子 昭55. 8. 1歯   診療所
     青歯166 青森市浪打一丁目２０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801-3175-7 天内歯科 〒030-0851 0177-77-2685天内　進 天内　進 昭56. 7.23歯   矯歯 診療所
     青歯175 青森市旭町一丁目２－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-3176-5 荒内歯科矯正歯科 〒030-0912 017-736-6686荒内　俊 荒内　俊 昭56.12. 1歯   矯歯 診療所
     青歯176 青森市八重田一丁目４－１６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001-3181-5 後藤歯科医院 〒038-0011 017-781-3130後藤　渉 後藤　渉 昭57. 7.10歯   診療所
     青歯181 青森市篠田一丁目２５－８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2101-3182-3 中央歯科クリニック 〒030-0861 0177-77-6050嶋中　繁樹 嶋中　繁樹 昭57.10. 1歯   小歯 診療所
     青歯182 青森市長島二丁目１２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201-3188-0 源内歯科クリニック 〒038-0004 017-766-4188柿﨑　実 柿﨑　実 昭58. 5.15歯   小歯 矯歯診療所
     青歯188 青森市富田一丁目２６－１ 常　勤:    3 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平28. 5.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-3196-3 みかみ歯科医院 〒030-0962 0177-43-2677三上　純治 三上　純治 昭59. 6.15歯   診療所
     青歯196 青森市佃三丁目７－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-3198-9 若井歯科医院 〒030-0915 017-741-1470若井　浩 若井　浩 昭59. 8. 1歯   診療所
     青歯198 青森市小柳三丁目１５－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-3199-7 今歯科医院 〒030-0851 017-777-2146今　恒男 今　恒男 昭59. 8. 1歯   診療所
     青歯199 青森市旭町一丁目１５－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-3201-1 一戸歯科矯正歯科医院〒030-0822 017-734-0696一戸　實 一戸　實 昭60. 5. 1歯   矯歯 診療所
     青歯201 青森市中央一丁目２８－５ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-3202-9 カタヤ歯科医院 〒030-0902 0177-43-6464片谷　昌平 片谷　昌平 昭60. 5. 1歯   小歯 診療所
     青歯202 青森市合浦一丁目１４－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-3211-0 対馬歯科医院 〒030-0912 0177-36-2355対馬　正之 対馬　正之 昭61. 8.15歯   診療所
     青歯211 青森市八重田四丁目１－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-3215-1 北川歯科医院 〒030-0944 017-738-8188北川　隆史 北川　隆史 昭62. 7. 1歯   診療所
     青歯215 青森市筒井四丁目５番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-3218-5 三浦歯科医院 〒030-0919 017-726-4618三浦　一廣 三浦　一廣 昭62. 7.15歯   小歯 診療所
     青歯218 青森市はまなす二丁目１８番１６常　勤:    2 新規 現存
     号 (歯       2) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3101-3220-1 むらかみ歯科クリニッ〒030-0853 017-777-8244村上　公克 村上　公克 昭62. 8.15歯   診療所
     青歯220 ク 青森市金沢三丁目３０－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201-3221-9 小林歯科クリニック 〒030-0846 0177-39-9963小林　敏彦 小林　敏彦 昭62. 8.15歯   診療所
     青歯221 青森市青葉一丁目１－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301-3226-8 長谷川歯科医院 〒030-0841 0177-74-3268長谷川　光昭 長谷川　光昭 昭63. 7.11歯   診療所
     青歯226 青森市奥野三丁目１２－９ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 7.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401-3228-4 江良歯科 〒030-0822 0177-22-8828江良　好光 江良　好光 昭63. 9.15歯   診療所
     青歯228 青森市中央一丁目１７－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501-3232-6 むらた歯科医院 〒030-0914 0177-41-8880村田　裕明 村田　裕明 平元. 7.15歯   診療所
     青歯232 青森市岡造道二丁目３－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601-3233-4 桜庭歯科医院 〒030-0846 017-739-7575櫻庭　裕 櫻庭　裕 平元. 8. 1歯   診療所
     青歯233 青森市青葉二丁目１０－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-3234-2 成田歯科矯正歯科医院〒030-0812 0177-22-8214成田　昌穂 成田　昌穂 平元. 8. 1歯   矯歯 診療所
     青歯234 青森市堤町二丁目２１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-3238-3 ホワイト歯科医院 〒030-0962 0177-41-8855鈴木　波香 鈴木　波香 平元.12.15歯   小歯 診療所
     青歯238 青森市佃一丁目２０－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-3240-9 おきだて歯科クリニッ〒038-0002 0177-66-2322喜田　眞司 喜田　眞司 平 2. 2. 1歯   診療所
     青歯240 ク 青森市沖館五丁目２０－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-3241-7 対馬歯科オフィス 〒038-0011 0177-82-6471對馬　人志 對馬　人志 平 2. 8. 1歯   診療所
     青歯241 青森市篠田三丁目４－４２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-3243-3 白取歯科医院 〒030-0931 0177-26-0188白取　準一 白取　準一 平 2.10.15歯   診療所
     青歯243 青森市大字平新田字森越１２－３常　勤:    2 移動 現存
     １ (歯       2) 平29.10.15
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   4201-3245-8 ヤマダ歯科矯正歯科ク〒030-0843 0177-39-1112山田　淳一 山田　淳一 平 3. 6. 1歯   矯歯 診療所
     青歯245 リニック 青森市大字浜田字玉川２４４－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301-3251-6 奥瀬歯科医院 〒030-0801 0177-22-4703奥瀬　博之 奥瀬　博之 平 3. 7.17歯   診療所
     青歯251 青森市新町一丁目１２－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-3252-4 新城ミナトヤ歯科医院〒038-0042 017-788-8148医療法人　ミナトヤ歯澤田　剛光 平 3. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     青歯252 青森市大字新城字山田１１－１ 常　勤:    1科医院　理事長　湊谷 組織変更 現存
     (歯       1)　浩 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501-3254-0 奥野ミナトヤ歯科医院〒030-0844 017-723-3077医療法人　ミナトヤ歯湊谷　浩 平 3. 8. 1歯   小歯 診療所
     青歯254 青森市桂木四丁目４－１０ 常　勤:    1科医院　理事長　湊谷 組織変更 現存
     (歯       1)　浩 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601-3255-7 よしかわ歯科医院 〒030-0944 017-728-2530吉川　哲也 吉川　哲也 平 3. 9.15歯   小歯 診療所
     青歯255 青森市大字筒井字八ッ橋１３８２常　勤:    2 新規 現存
     －２２ (歯       2) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701-3256-5 まつもと歯科医院 〒030-0963 017-741-6480松本　靖宏 松本　靖宏 平 3.10. 1歯   小歯 診療所
     青歯256 青森市中佃一丁目１７－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801-3259-9 さかがみ歯科クリニッ〒030-0915 0177-43-8110坂上　雅彦 坂上　雅彦 平 4. 3.15歯   診療所
     青歯259 ク 青森市小柳六丁目１８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901-3260-7 竹浪歯科医院 〒030-0943 0177-28-2811竹浪　守夫 竹浪　守夫 平 4. 4. 1歯   診療所
     青歯260 青森市幸畑一丁目２０－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-3261-5 米澤デンタルクリニッ〒038-0022 0177-29-1234米澤　貴幸 米澤　貴幸 平 4. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯261 ク 青森市大字浪館字泉川２２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101-3262-3 やまうち歯科医院 〒030-0852 0177-29-0788山内　博 山内　博 平 4. 6. 1歯   小歯 診療所
     青歯262 青森市大字大野字前田７４－９３常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5201-3265-6 かわさき歯科医院 〒030-0911 0177-43-1008川崎　恒俊 川崎　恒俊 平 4. 7.15歯   診療所
     青歯265 青森市造道三丁目２４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301-3266-4 牧歯科医院 〒030-0862 0177-75-8881牧　和宏 牧　和宏 平 4. 8. 1歯   診療所
     青歯266 青森市古川一丁目１６－１１丸吉常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-3267-2 フラワー歯科医院 〒030-0845 017-723-8898三浦　雅文 三浦　雅文 平 4.10. 1歯   診療所
     青歯267 青森市緑三丁目４－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501-3269-8 せき歯科クリニック 〒030-0943 017-738-8148関　真人 関　真人 平 5. 4.15歯   矯歯 小歯診療所
     青歯269 青森市幸畑一丁目２２－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601-3272-2 佐々木歯科医院 〒038-0013 0177-77-1087佐々木　美王 佐々木　美王 平 5.10. 6歯   診療所
     青歯272 青森市久須志一丁目１３－１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701-3273-0 矯正歯科Ｋデンタルク〒030-0812 0177-22-5200櫻庭　啓 櫻庭　啓 平 6. 1. 1矯歯 診療所
     青歯273 リニック 青森市堤町二丁目９－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801-3274-8 かきざき歯科クリニッ〒038-0042 0177-87-3210柿崎　慶太 柿崎　慶太 平 6. 3. 1歯   診療所
     青歯274 ク 青森市大字新城字平岡１７４－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901-3277-1 長内歯科医院 〒030-0802 0177-76-3404長内　幸一 長内　幸一 平 7. 6.21歯   診療所
     青歯277 青森市本町一丁目７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 6.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001-3278-9 たしろ歯科医院 〒038-0011 0177-66-4182田代　哲也 田代　哲也 平 7. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯278 青森市篠田二丁目１８－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101-3279-7 えらデンタルクリニッ〒030-0941 0177-44-1081江良　安弘 江良　安弘 平 7.10.15歯   診療所
     青歯279 ク 青森市自由ヶ丘二丁目７－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201-3283-9 あさだ歯科医院 〒030-0947 0177-44-2908浅田　智 浅田　智 平 9. 4.15歯   小歯 診療所
     青歯283 青森市浜館四丁目５－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.15
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   6301-3288-8 三和会歯科クリニック〒038-0031 017-766-1231医療法人　三和会　理奥平　泰士 平 9.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯288 青森市大字三内字稲元１２２－２常　勤:    4事長　奥平　泰士 組織変更 現存
     (歯       4) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401-3289-6 千歳歯科医院 〒030-0821 017-777-1000千歳　潤 千歳　潤 平 9.11.15歯   診療所
     青歯289 青森市勝田二丁目３－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501-3292-0 スマイルの歯科クリニ〒038-0002 0177-83-3988藤巻　恵美 藤巻　恵美 平10. 1.15歯   小歯 診療所
     青歯292 ック 青森市沖館四丁目２－４７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601-3293-8 ふじもと歯科医院 〒030-0111 017-762-2030藤本　聖司 藤本　聖司 平10. 4.15歯   矯歯 小歯診療所
     青歯293 青森市大字荒川字柴田１５－２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701-3295-3 つくだ歯科 〒030-0964 0177-42-9148田村　文人 田村　文人 平10.10. 1歯   小歯 診療所
     青歯295 青森市南佃二丁目１６－１２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801-3300-1 柳谷歯科医院 〒030-0846 017-739-1766医療法人　柳谷歯科医柳谷　博章 平11. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯300 青森市青葉三丁目１－９ 常　勤:    2院　理事長　柳谷　博 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)章 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901-3301-9 たきや歯科医院 〒030-0966 0177-42-0939滝谷　英三 滝谷　英三 平11. 9. 1歯   診療所
     青歯301 青森市花園二丁目２１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001-3303-5 おさり歯科サンロード〒030-0845 017-732-1822長利　貞嗣 長利　貞嗣 平12. 3.15歯   矯歯 小歯診療所
     青歯303 クリニック 青森市緑三丁目９－２　サンロー常　勤:    1 新規 現存
     ド青森内（４Ｆクリニックフロア(歯       1) 平30. 3.15
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101-3304-3 とき歯科 〒030-0921 017-736-1515土岐　貴 土岐　貴 平12. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     青歯304 青森市原別五丁目９番１号 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201-3305-0 サクラヰ歯科医院 〒030-0861 017-775-3951櫻井　省一 櫻井　省一 平12. 5.15歯   診療所
     青歯305 青森市長島二丁目２５－４サクラ常　勤:    1 新規 現存
     ヰビル　２階 (歯       1) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7301-3308-4 たかや歯科クリニック〒030-0843 017-729-8110高谷　和彦 高谷　和彦 平12.10.15歯   小歯 矯歯診療所
     青歯308 青森市浜田二丁目１５番地１８ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401-3311-8 熊谷歯科医院 〒030-0812 017-734-0686熊谷　拓 熊谷　拓 平12.11.15歯   診療所
     青歯311 青森市堤町二丁目２１－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501-3312-6 アイル浜中歯科クリニ〒030-0123 017-728-2240濵中　東夫 濵中　東夫 平13. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     青歯312 ック 青森市大字大矢沢字里見８８－１常　勤:    1 新規 休止
     １ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601-3313-4 おりかさ歯科クリニッ〒038-0006 017-761-5533折笠　和俊 折笠　和俊 平13. 7.15歯   小歯 診療所
     青歯313 ク 青森市三好一丁目１３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701-3314-2 大澤歯科医院 〒038-0058 017-788-1411大澤　公生 大澤　公生 平13. 8.15歯   矯歯 小歯診療所
     青歯314 青森市大字羽白字沢田４４－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801-3321-7 ジョイフル歯科クリニ〒038-0004 017-782-8041医療法人社団　八雲会葛西　真紀子 平14. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯321 ック 青森市富田三丁目１５－１８ 常　勤:    1　理事長　大越　聡一 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)郎 平26. 6. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901-3322-5 對馬歯科医院 〒030-0801 017-722-5466對馬　壽夫 對馬　壽夫 平14. 5.18歯   矯歯 小歯診療所
     青歯322 青森市新町一丁目８－２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001-3324-1 ブライトデンタル 〒038-0001 017-761-4711柏木　秋生 柏木　秋生 平14.10.15歯   小歯 歯外診療所
     青歯324 青森市新田二丁目１－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101-3326-6 清藤歯科医院　中央診〒030-0822 017-735-3401田附　敏良 田附　敏良 平15. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯326 療所 青森市中央一丁目２１－２ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8201-3328-2 てつや歯科クリニック〒030-0945 017-765-3655船水　哲也 船水　哲也 平15. 9. 1歯   診療所
     青歯328 青森市桜川８丁目６－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301-3330-8 ダイヤ歯科クリニック〒030-0852 017-739-6874石田　大也 石田　大也 平15.11. 1歯   診療所
     青歯330 青森市大野字山下１７１－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401-3331-6 にこにこ歯科クリニッ〒038-0006 017-766-8810医療法人社団八雲会　金　済子 平15.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯331 ク 青森市三好２丁目３－１９マエダ常　勤:    1理事長　大越　聡一郎 新規 歯外 現存
     ガーラモール店２階 (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501-3332-4 神田歯科医院 〒038-0024 017-782-8359神田　尚典 神田　尚典 平15.12. 1歯   診療所
     青歯332 青森市浪館前田四丁目２－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601-3333-2 畑中歯科医院 〒030-0903 017-741-5179畑中　政利 畑中　政利 平15.11.20歯   診療所
     青歯333 青森市栄町二丁目９－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701-3334-0 石山歯科医院 〒030-0862 017-722-6370石山　貴久 石山　貴久 平16. 3. 1歯   診療所
     青歯334 青森市古川一丁目２１－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801-3336-5 村田歯科医院 〒030-0903 017-743-1600村田　浩伸 村田　浩伸 平16. 4. 1歯   診療所
     青歯336 青森市栄町一丁目１１－６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901-3337-3 いちかわ歯科クリニッ〒038-0032 017-761-1107市川　真弓 市川　真弓 平16. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     青歯337 ク 青森市里見一丁目１３－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001-3338-1 医療法人　愛和会　桜〒030-0945 017-743-6881医療法人　愛和会　桜石川　佳和 平16. 4.14歯   小歯 診療所
     青歯338 川歯科医院 青森市桜川三丁目１４－１７ 常　勤:    1川歯科医院　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)石川　佳和 平28. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101-3340-7 オリーブこども歯科 〒030-0803 017-773-1861秋谷　久美子 秋谷　久美子 平16. 8. 1小歯 診療所
     青歯340 青森市安方２丁目３－１６－２Ｆ常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9201-3342-3 せきの歯科医院 〒030-0132 017-764-4181関野　雄三 関野　雄三 平16.12. 1歯   小歯 診療所
     青歯342 青森市横内字亀井５９－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301-3343-1 船越歯科医院 〒030-0903 017-743-0321船越　陽介 船越　陽介 平17. 3. 1歯   診療所
     青歯343 青森市栄町２丁目８－１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401-3345-6 笹森歯科医院 〒038-1311 0172-62-7227笹森　大資 笹森　大資 平11. 9. 1歯   診療所
     青歯345 青森市浪岡大字浪岡字川合８１－常　勤:    1 その他 現存
     １１ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501-3346-4 赤川斎藤歯科医院 〒038-1311 0172-62-8600斎藤　芳光 斎藤　芳光 平12.11. 1歯   診療所
     青歯346 青森市浪岡大字浪岡字平野２６－常　勤:    1 その他 現存
     ４ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601-3347-2 東町歯科医院 〒038-1331 0172-62-1177佐藤　広治 佐藤　広治 平17. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯347 青森市浪岡大字女鹿沢字東種本１常　勤:    1 その他 現存
     ４－７ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701-3348-0 かとう歯科医院 〒038-1311 0172-62-6480医療法人　藤伸会　理加藤　伸生 平16. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯348 青森市浪岡大字浪岡字細田２０２常　勤:    1事長　加藤　伸生 その他 現存
     －３ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801-3352-2 奈良岡歯科医院 〒030-0947 017-744-4182医療法人　輝栄会　理清原　美夏 平17. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯352 青森市浜館２－３－４２ 常　勤:    1事長　奈良岡　英俊 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901-3353-0 仲條歯科医院 〒030-0801 017-777-3325仲條　孝氏 仲條　孝氏 平17. 9. 1歯   診療所
     青歯353 青森市新町２－８－２０　柳ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001-3354-8 阿部歯科医院 〒030-0903 017-741-6266阿部　真己 阿部　真己 平17. 8.19歯   矯歯 小歯診療所
     青歯354 青森市栄町２－２－１８ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 8.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101-3355-5 やまもと歯科 〒030-0843 017-721-5230山本　明義 山本　明義 平18. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     青歯355 青森市大字浜田字玉川２７－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10201-3356-3 塩崎歯科医院 〒030-0945 017-741-3338塩崎　裕史 塩崎　裕史 平18.12. 1歯   診療所
     青歯356 青森市桜川５－２－１１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301-3357-1 デンタルオフィス仲條〒038-0014 017-782-4020仲條　孝氏 仲條　孝氏 平19. 3. 1歯   診療所
     青歯357 青森市西滝２－１２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401-3358-9 なみおか歯科矯正こど〒038-1311 0172-62-8618柿﨑　實 柿﨑　毅 平19.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯358 も歯科 青森市浪岡大字浪岡字稲村１５７常　勤:    2 新規 現存
     －２０ (歯       2) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501-3359-7 ＪＵＮ　Ｄｅｎｔａｌ〒030-0841 017-773-6680荒関　潤 荒関　潤 平19.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯359 　Ｃｌｉｎｉｃ 青森市奥野２丁目２０７－５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601-3360-5 のぎわデンタルクリニ〒038-0058 017-788-4182神山　陽介 神山　陽介 平19.11. 1歯   診療所
     青歯360 ック 青森市大字羽白字沢田３００番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701-3361-3 桜田歯科医院 〒030-0122 017-738-7511桜田　聡彦 桜田　聡彦 平20. 1. 1歯   診療所
     青歯361 青森市野尻今田１１番地 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801-3362-1 工藤歯科医院 〒030-0861 017-776-7756工藤　浩幸 工藤　浩幸 平20. 3.18歯   診療所
     青歯362 青森市長島４－１１－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901-3363-9 たきさわ歯科クリニッ〒038-0059 017-787-1515滝沢　江太郎 滝沢　江太郎 平20. 9. 1歯   小歯 診療所
     青歯363 ク 青森市大字油川字浪岸３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001-3364-7 大空歯科クリニック 〒038-0024 楠美　昭則 楠美　昭則 平20.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     青歯364 青森市浪館前田四丁目２９－２０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101-3365-4 青葉歯科医院 〒038-0032 017-782-1378玉山　元淳 玉山　元淳 平21. 2. 1歯   診療所
     青歯365 青森市里見１－８－３６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 2. 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［青森県］

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    12 頁

  11201-3366-2 はなぞの歯科クリニッ〒030-0966 017-762-7651木村　利行 木村　利行 平21. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     青歯366 ク 青森市花園２丁目５－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301-3367-0 熊谷歯科 〒030-0862 017-776-5124熊谷　恒 熊谷　恒 平21. 7.15歯   診療所
     青歯367 青森市古川三丁目１７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401-3368-8 むつ歯科医院 〒030-0853 017-777-1840舘田　朝香 舘田　朝香 平21. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯368 青森市金沢３－１１－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501-3369-6 医療法人ティー・エム〒030-0845 017-777-3232医療法人ティー・エム工藤　剛大 平22. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯369 ・ケー　ミドリ　デン青森市緑２丁目１３－１４ 常　勤:    1・ケー　理事長　工藤 組織変更 現存
     タル　クリニック (歯       1)　剛大 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601-3371-2 鈴木歯科矯正歯科医院〒038-0011 017-781-0032鈴木　逸夫 鈴木　逸夫 平22. 7. 5歯   矯歯 小歯診療所
     青歯371 青森市篠田２丁目２１－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701-3373-8 Ｋｏｊｉ　Ｄｅｎｔａ〒030-0966 017-741-2100関　浩二 関　浩二 平22.11. 1歯   歯外 診療所
     青歯373 ｌ　Ｃｌｉｎｉｃ 青森市花園１丁目５番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801-3374-6 ようこデンタルクリニ〒030-0944 017-728-0486一戸　洋子 一戸　洋子 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     青歯374 ック 青森市筒井４－２－４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901-3375-3 医療法人　美歯会　板〒030-0862 017-777-6600医療法人　美歯会　理板垣　正樹 平23. 4. 8矯歯 診療所
     青歯375 垣矯正歯科　青森診療青森市古川一丁目１１番１３号 常　勤:    1事長　板垣　正樹 組織変更 現存
     室 (歯       1) 平29. 4. 8
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001-3376-1 よこうち歯科 〒038-0058 017-763-2121横内　大 横内　大 平23. 8. 1歯   小歯 診療所
     青歯376 青森市羽白字富田３３１－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101-3377-9 本田歯科医院 〒030-0822 017-773-5110本田　宗一郎 本田　宗一郎 平24. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     青歯377 青森市中央１丁目５－８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12201-3378-7 青森駅前歯科クリニッ〒030-0803 017-773-2332芳村　俊 芳村　俊 平24. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯378 ク 青森市安方１－３－５小田島ビル常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ２Ｆ (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301-3379-5 とやま歯科医院 〒030-0957 017-762-7275医療法人福成会　理事二ノ倉　輝子 平25. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯379 青森市蛍沢三丁目１３番８号 常　勤:    1長　菊地　寛司 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401-3381-1 高橋ひでき歯科クリニ〒030-0964 017-741-9595医療法人たかはし歯科釼﨑　恵一 平25.10. 1歯   診療所
     青歯381 ック 青森市南佃２丁目１８番７号 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       2)髙橋　徹 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501-3382-9 三戸歯科クリニック 〒038-0024 017-763-5218三戸　敬之 三戸　敬之 平25.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     青歯382 青森市浪館前田４－１２－１３ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601-3383-7 Ｓ　ＤＥＮＴＡＬ　Ｃ〒038-0011 017-763-5418佐藤　徳志 佐藤　徳志 平26. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯383 ＬＩＮＩＣ　佐藤歯科青森市篠田３丁目２－１３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701-3385-2 あおばアップル歯科ク〒030-0846 017-752-8217鈴木　康太 鈴木　康太 平26. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     青歯385 リニック 青森市青葉１丁目２番２６号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801-3386-0 北畠歯科医院 〒038-0003 017-763-0677北畠　顕良 北畠　顕良 平26.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     青歯386 青森市大字石江字江渡４番地－１常　勤:    1 新規 現存
     ０マンションブルク石江１階 (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901-3387-8 こまい歯科クリニック〒030-0823 017-773-3510駒井　光貴 駒井　光貴 平27. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯387 青森市橋本三丁目十八番十一号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001-3388-6 東青森駅前　まがら歯〒030-0964 017-741-1180真柄　優子 真柄　優子 平27.10. 1歯   小歯 診療所
     青歯388 科 青森市南佃１丁目４－１６ 常　勤:    1 新規 歯：一般歯科 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13101-3389-4 西巻デンタルオフィス〒030-0861 017-721-6166医療法人社団　秀仁会鈴木　麗 平27.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     青歯389 青森 青森市長島１丁目６番６号クロス常　勤:    1　理事長　西巻　秀樹 新規 矯歯 現存
     タワー　ア・ベイ３０２ (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201-3391-0 ミント歯科クリニック〒030-0847 017-739-9755医療法人　ミント歯科髙屋　方子 平28. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯391 青森市東大野１丁目６番地１０ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)髙屋　方子 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301-3392-8 堀内歯科医院 〒030-0822 017-734-1707堀内　逹也 堀内　逹也 平27.12.26歯   診療所
     青歯392 青森市中央一丁目２７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.12.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401-3394-4 たかはし歯科クリニッ〒030-0862 017-775-0077医療法人たかはし歯科高橋　徹 平28.10.27歯   診療所
     青歯394 ク 青森市古川３丁目１４番６号 常　勤:    1クリニック　理事長　 移動 現存
     (歯       1)髙橋　徹 平28.10.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501-3395-1 さとう歯科 〒038-0013 017-774-3223佐藤　崇人 佐藤　崇人 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     青歯395 青森市久須志３－２－１３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601-3397-7 訪問歯科クリニック　〒030-0122 017-752-7084古枝　和也 古枝　和也 平29.10. 2歯   歯外 診療所
     青歯397 こすもす 青森県青森市大字野尻字今田９８常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平29.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701-3398-5 平井歯科医院 〒038-1311 0172-62-2685平井　新栄 平井　新栄 平30. 1. 5歯   小歯 診療所
     青歯398 青森県青森市浪岡大字浪岡字若松常　勤:    1 新規 現存
     １６番地２ (歯       1) 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801-3399-3 石江ミナトヤ歯科医院〒038-0004 017-781-5888湊谷　勤 湊谷　勤 平30. 5. 1歯   小歯 診療所
     青歯399 青森県青森市富田一丁目１３番１常　勤:    1 交代 現存
     ８号 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901-3400-9 石江歯科クリニック 〒038-0003 017-766-1515医療法人平青会　理事福士　智之 平30. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     青歯400 青森県青森市大字石江字江渡１８常　勤:    2長　田中　純一 交代 現存
     番地２ (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14002-3096-3 佐藤歯科医院 〒036-8155 0172-33-2158佐藤　順規 佐藤　順規 昭44. 1.15歯   診療所
     弘歯96 弘前市大字中野一丁目９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14102-3128-4 わかば歯科医院 〒036-8342 0172-33-7388川村　隆晟 川村　隆晟 昭53. 6.20歯   診療所
     弘歯128 弘前市大字笹森町３２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14202-3150-8 赤石歯科医院 〒036-8013 0172-33-4181赤石　茂 赤石　茂 昭58. 5. 1歯   小歯 診療所
     弘歯150 弘前市大字上瓦ヶ町１７－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14302-3153-2 第一歯科クリニック 〒036-8093 0172-27-7706相田　治一 相田　治一 昭59. 3.15歯   診療所
     弘歯153 弘前市大字城東中央三丁目１－２常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14402-3154-0 中川歯科医院 〒036-8184 0172-32-2188中川　智 中川　智 昭59. 6. 1歯   診療所
     弘歯154 弘前市大字松森町１５６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14502-3159-9 おおつ歯科クリニック〒036-8341 0172-32-4832大津　匡志 大津　匡志 昭60. 5. 1歯   診療所
     弘歯159 弘前市大字山王町２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14602-3160-7 和徳歯科医院 〒036-8021 0172-32-2606大溝　勲 大溝　勲 昭60. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯160 弘前市大字和徳町２４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14702-3161-5 笹村歯科医院 〒036-8093 0172-28-0797笹村　秀隆 笹村　秀隆 昭60. 5.15歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯161 弘前市大字城東中央四丁目３－３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ (歯       1) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14802-3163-1 めぐみ歯科医院 〒036-8095 0172-28-3202内山　繁由樹 内山　繁由樹 昭60. 6.15歯   診療所
     弘歯163 弘前市大字城東二丁目１－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14902-3164-9 成田歯科クリニック 〒036-8057 0172-34-2977成田　博之 成田　博之 昭60. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯164 弘前市大字八幡町二丁目５－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15002-3165-6 楠美歯科クリニック 〒036-8155 0172-34-1182楠美　敏也 楠美　敏也 昭60. 8.10歯   診療所
     弘歯165 弘前市大字中野二丁目６－２１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15102-3168-0 オリオン歯科クリニッ〒036-8355 0172-33-0418工藤　淳治 工藤　淳治 昭61. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯168 ク 弘前市大字元寺町３５オリオン会常　勤:    2 新規 現存
     館　１Ｆ (歯       2) 平28. 6. 1
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  15202-3169-8 桔梗野歯科 〒036-8227 0172-35-8177佐藤　秀人 佐藤　秀人 昭61. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯169 弘前市大字桔梗野二丁目５－２３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15302-3170-6 佐藤歯科医院 〒036-8346 0172-36-0412佐藤　孝治 山敷　俊文 昭61. 7.15歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯170 弘前市大字大浦町４ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15402-3172-2 竹沢歯科クリニック 〒036-8142 0172-88-1717竹澤　俊之 竹澤　俊之 昭61. 9.15歯   小   矯歯診療所
     弘歯172 弘前市大字松原西三丁目１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15502-3177-1 山崎歯科クリニック 〒036-8051 0172-36-8811山崎　祐司 山崎　祐司 昭62. 7. 1歯   診療所
     弘歯177 弘前市大字宮川二丁目３－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15602-3178-9 川崎歯科 〒036-8221 0172-33-7475川崎　和行 川崎　和行 昭62. 7.15歯   診療所
     弘歯178 弘前市大字紙漉町２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15702-3179-7 秋元歯科クリニック 〒036-8247 0172-88-1513秋元　啓志 秋元　啓志 昭62. 7.15歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯179 弘前市大字大開二丁目１－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15802-3183-9 福原歯科医院 〒036-8354 0172-37-3535福原　述夫 福原　述夫 昭63. 8. 1歯   診療所
     弘歯183 弘前市大字上鞘師町１２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15902-3186-2 かわむら歯科医院 〒036-8217 0172-36-1805川村　正美 川村　正美 平元. 5.26歯   診療所
     弘歯186 弘前市大字茂森町１７４－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16002-3187-0 城西歯科クリニック 〒036-8362 0172-33-6680澁谷　哲司 澁谷　哲司 平元. 6.15歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯187 弘前市大字五十石町２ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16102-3189-6 平山歯科クリニック 〒036-8063 0172-33-2247平山　脩 平山　脩 平 2. 2.15歯   診療所
     弘歯189 弘前市大字宮園五丁目３５－３ 常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16202-3194-6 安原田中歯科医院 〒036-8162 0172-37-7311田中　尊仁 田中　尊仁 平 2.10.15歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯194 弘前市大字安原三丁目３－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10.15
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  16302-3195-3 医療法人　審美会　梅〒036-8182 0172-32-7330医療法人　審美会　理梅原　一浩 平 2.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯195 原歯科医院 弘前市大字土手町１２３－１ 常　勤:    3事長　梅原　正年 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16402-3196-1 あべ歯科医院 〒036-8062 0172-37-3737医療法人　弘淳会　理阿部　弘 平 3. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯196 弘前市大字青山三丁目８－１ 常　勤:    2事長　阿部　弘 組織変更 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16502-3198-7 第一ファミリー歯科 〒036-8093 0172-28-1888相田　惠子 相田　惠子 平 4. 8.15歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯198 弘前市大字城東中央三丁目１０－常　勤:    1 新規 現存
     １９ (歯       1) 平28. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16602-3199-5 なかむら歯科医院 〒036-8085 0172-26-0388中村　亨 中村　亨 平 4. 9.15歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯199 弘前市大字末広四丁目２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16702-3200-1 亮友会　ふじた歯科医〒036-8316 0172-37-3118医療法人　亮友会　理藤田　亮 平 5. 2. 1歯   小歯 診療所
     弘歯200 院 弘前市大字石渡四丁目１３－３ 常　勤:    1事長　藤田　亮 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16802-3201-9 なかざわ歯科 〒036-8194 0172-35-0601中沢　康臣 中沢　康臣 平 5. 4. 1歯   診療所
     弘歯201 弘前市大字北川端町３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16902-3203-5 三和歯科クリニック 〒036-8155 0172-87-7070三尾　和久 三尾　和久 平 5. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     弘歯203 弘前市大字中野四丁目６－１０ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17002-3206-8 代官町クリニック　吉〒036-8001 0172-38-4142吉田　敏弘 吉田　敏弘 平 6. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     弘歯206 田歯科 弘前市大字代官町１０８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17102-3208-4 しろと歯科医院 〒036-8103 0172-26-3999白戸　裕 白戸　裕 平 6. 5.15歯   小歯 診療所
     弘歯208 弘前市大字川先一丁目２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17202-3209-2 さくらデンタルクリニ〒036-8092 0172-26-1188清藤　浩之 清藤　浩之 平 6. 5.15歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯209 ック 弘前市大字城東北三丁目５－１２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.15
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  17302-3210-0 ミカミ歯科 〒036-8002 0172-33-5400三上　弘之 三上　弘之 平 6.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     弘歯210 弘前市大字駅前一丁目１－５ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17402-3212-6 広瀬矯正歯科クリニッ〒036-8001 0172-37-7273廣瀬　壽秀 廣瀬　壽秀 平 7. 2.15矯歯 診療所
     弘歯212 ク 弘前市大字代官町４１甘栄堂ビル常　勤:    1 新規 現存
     ３Ｆ (歯       1) 平28. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17502-3213-4 菊地歯科医院 〒036-8155 0172-32-7257医療法人　福成会　理菊地　寛司 平 7. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯213 弘前市大字中野一丁目１１－６ 常　勤:    1事長　菊地　寛司 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17602-3214-2 浜の町歯科クリニック〒036-8323 0172-37-3566玉山　公基 玉山　公基 平 7. 7. 1歯   小歯 診療所
     弘歯214 弘前市大字浜の町東三丁目３－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17702-3215-9 たかち歯科小児歯科医〒036-8066 0172-37-5533高地　義孝 高地　義孝 平 7. 8.15歯   小歯 矯歯診療所
     弘歯215 院 弘前市大字向外瀬四丁目１４－１常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 8.15矯歯：小児矯正
     歯科含む
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17802-3217-5 野村歯科医院 〒036-8017 0172-32-8695野村　幸司 野村　幸司 平 8. 2.11歯   小歯 診療所
     弘歯217 弘前市大字西川岸町１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17902-3218-3 副島歯科医院 〒036-8231 0172-38-7272副島　邦雄 副島　邦雄 平 8. 7.15歯   診療所
     弘歯218 弘前市大字稔町８－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18002-3220-9 清歯科医院 〒036-8062 0172-37-8020清　達児 清　達児 平 8.10.15歯   診療所
     弘歯220 弘前市大字青山五丁目２７－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18102-3221-7 鳴海デンタルクリニッ〒036-8093 0172-26-2301鳴海　巖 鳴海　巖 平 8.10.15歯   小歯 診療所
     弘歯221 ク 弘前市大字城東中央三丁目１０－常　勤:    1 新規 現存
     １３ (歯       1) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18202-3222-5 ほくおう・歯科医院 〒036-8046 0172-33-4618横山　聡 横山　聡 平 8.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     弘歯222 弘前市大字北横町４２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18302-3224-1 松野歯科医院 〒036-8013 0172-37-8148松野　栄史 松野　栄史 平 8.11.15歯   小歯 診療所
     弘歯224 弘前市大字上瓦ヶ町５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11.15
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  18402-3226-6 関歯科医院 〒036-8053 0172-26-2789関　豊 関　豊 平 9. 4.15歯   小歯 歯外診療所
     弘歯226 弘前市大字和泉一丁目４－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18502-3228-2 松山歯科医院 〒036-8186 0172-33-2020松山　陽一 松山　陽一 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     弘歯228 弘前市大字富田３丁目１－１１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18602-3231-6 やまざき歯科医院 〒036-8161 0172-39-6666山崎　尚之 山崎　尚之 平 9.11.15歯   小歯 診療所
     弘歯231 弘前市大字大清水四丁目１０－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18702-3233-2 おおしみず歯科クリニ〒036-8161 0172-28-5211三上　則郎 三上　則郎 平 9.12. 1歯   小歯 診療所
     弘歯233 ック 弘前市大字大清水一丁目１１－４常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18802-3235-7 盛歯科クリニック 〒036-8227 0172-33-8148盛　文子 盛　文子 平10. 6.15歯   歯外 診療所
     弘歯235 弘前市大字桔梗野１丁目４－２０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18902-3239-9 弘南歯科医院 〒036-8103 0172-26-0888医療法人　エフエムエ小田桐　龍一 平11. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯239 弘前市大字川先四丁目１２－２４常　勤:    1ー　理事長　小田桐　 組織変更 現存
     (歯       1)龍一 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19002-3240-7 やがわ歯科医院 〒036-8275 0172-39-6400矢川　智之 矢川　智之 平11. 4.15歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯240 弘前市大字城西四丁目１－１３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19102-3245-6 毛内歯科医院 〒036-8086 0172-29-2332毛内　詳雄 毛内　詳雄 平12. 5. 1歯   小歯 診療所
     弘歯245 弘前市大字田園四丁目１２番地２常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19202-3246-4 ひまわり歯科クリニッ〒036-8087 0172-29-3738毛内　裕文 毛内　裕文 平12.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     弘歯246 ク 弘前市大字早稲田二丁目１２番地常　勤:    1 新規 現存
     １４ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19302-3249-8 木村歯科医院 〒036-8183 0172-32-3894木村　俊一 木村　俊一 平13. 5.19歯   診療所
     弘歯249 弘前市大字品川町５９－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 5.19
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  19402-3250-6 かなもり歯科 〒036-8155 0172-89-1550金森　栄治 金森　栄治 平13. 7.15歯   小歯 診療所
     弘歯250 弘前市中野五丁目１２－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19502-3251-4 大町歯科医院 〒036-8004 0172-31-7275三浦　透 三浦　透 平13.10. 1歯   診療所
     弘歯251 弘前市大町三丁目１０－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19602-3252-2 工藤歯科医院 〒036-8124 0172-92-2330角倉　紳 角倉　紳 平14. 2.17歯   診療所
     弘歯252 弘前市大字石川字家岸１０－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 2.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19702-3253-0 なるみ歯科 〒036-8161 0172-38-1115鳴海　宏重 鳴海　宏重 平15. 3.15歯   小歯 診療所
     弘歯253 弘前市大清水４丁目８－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19802-3254-8 Ｉ歯科 〒036-8223 0172-32-8511稲見　健一郎 稲見　健一郎 平15. 5. 1歯   診療所
     弘歯254 弘前市富士見町７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19902-3257-1 矯正歯科じん歯科クリ〒036-8004 0172-37-1182神　智昭 神　智昭 平15.11.15歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯257 ニック 弘前市大町二丁目１０－３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20002-3258-9 いちむら歯科医院 〒036-8171 0172-31-0756市村　暢康 市村　暢康 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     弘歯258 弘前市取上二丁目１６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20102-3259-7 明本歯科医院 〒036-8004 0172-35-4774明本　康伸 明本　康伸 平16. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     弘歯259 弘前市大町三丁目４－９ 常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20202-3260-5 くどう歯科 〒036-8217 0172-31-0120工藤　友寿 工藤　友寿 平16. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     弘歯260 弘前市茂森町１２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20302-3262-1 やぎはしファミリー歯〒036-8173 0172-36-4180八木橋　靖子 八木橋　靖子 平17. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     弘歯262 科 弘前市富田町３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20402-3263-9 一歩デンタルクリニッ〒036-8087 0172-29-5977田中　一歩 田中　一歩 平17. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     弘歯263 ク 弘前市大字早稲田１丁目１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
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  20502-3264-7 ふくい歯科口腔外科ク〒036-8142 0172-87-6202福井　朗 福井　朗 平17. 5. 1歯   矯歯 歯外診療所
     弘歯264 リニック 弘前市松原西１－１４－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20602-3265-4 玉山歯科医院 〒036-8366 0172-34-2318玉山　詩技子 玉山　詩技子 平17. 8. 1歯   小歯 診療所
     弘歯265 弘前市駒越町２２－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20702-3268-8 ソレイユ歯科医院 〒036-8364 0172-39-7303伊澤　裕紀子 伊澤　裕紀子 平17.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     弘歯268 弘前市新町１６２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20802-3269-6 平山歯科診療所 〒036-8203 0172-32-3705平山　洋一 平山　洋一 平18. 1. 5歯   診療所
     弘歯269 弘前市大字本町８６－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20902-3270-4 佐藤歯科診療所 〒036-1313 0172-82-3032佐藤　正治 佐藤　正治 平17.10. 3歯   診療所
     弘歯270 弘前市大字賀田字大浦８１－１１常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平29.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21002-3272-0 小泉歯科医院 〒036-1312 0172-82-3232医療法人　仙知会　理大塚　知子 平12.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     弘歯272 弘前市大字高屋字本宮４８０－４常　勤:    2事長　大塚　勝幸 その他 矯歯 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21102-3274-6 梅村歯科クリニック 〒036-8316 0172-32-7311梅村　英之 梅村　英之 平18. 8. 1歯   矯歯 診療所
     弘歯274 弘前市石渡１－１－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21202-3276-1 中畑歯科診療所 〒036-8181 0172-32-6650中畑　範彦 中畑　範彦 平19. 2.13歯   矯歯 診療所
     弘歯276 弘前市山道町１４－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21302-3277-9 田口矯正歯科 〒036-8032 0172-39-4184田口　大 田口　大 平19. 5. 1矯歯 診療所
     弘歯277 弘前市徳田町３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21402-3280-3 渡辺歯科医院 〒036-8217 0172-32-5800渡邊　康一 渡邊　康一 平21. 5. 5歯   診療所
     弘歯280 弘前市大字茂森町４２－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 5. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21502-3281-1 石岡歯科医院 〒036-8184 0172-32-1078石岡　隆弘 石岡　隆弘 平21. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     弘歯281 弘前市松森町７５－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21602-3282-9 杉山歯科クリニック 〒036-8164 0172-55-0811杉山　知樹 杉山　知樹 平21.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     弘歯282 弘前市泉野２丁目１８－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21702-3283-7 デンタルオフィスよし〒036-8087 0172-26-2525吉田　昭文 吉田　昭文 平22.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     弘歯283 だ 弘前市早稲田３－６－９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21802-3284-5 久米田歯科医院 〒036-8061 0172-33-5531久米田　俊子 久米田　俊子 平23. 5. 1歯   診療所
     弘歯284 弘前市神田５－７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21902-3285-2 くるみ歯科 〒036-8085 0172-55-8260吉田　千里 吉田　千里 平24. 6. 1歯   診療所
     弘歯285 弘前市末広１－３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22002-3287-8 あかね歯科クリニック〒036-8275 0172-55-8677石上　潤一郎 石上　潤一郎 平24. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     弘歯287 弘前市城西４－７－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22102-3291-0 弘前インター歯科クリ〒036-8124 0172-55-8214小山　方子 小山　方子 平25. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯291 ニック 弘前市大字石川字平岡１５７－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22202-3292-8 川村歯科医院 〒036-8045 0172-32-4073川村　太助 川村　太助 平25. 8.27歯   診療所
     弘歯292 弘前市野田１－６－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 8.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22302-3295-1 ひかり歯科医院 〒036-8071 0172-55-5525阿蘇　龍治 阿蘇　龍治 平26. 6. 1歯   小歯 診療所
     弘歯295 弘前市大字大久保字西田１０５－常　勤:    1 新規 現存
     ２７ (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22402-3296-9 百石町デンタルクリニ〒036-8035 0172-55-6480澤田　健 澤田　健 平27. 5. 1歯   小歯 診療所
     弘歯296 ック 弘前市大字百石町３３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22502-3297-7 弘前歯科中央クリニッ〒036-8095 0172-26-1511髙島　真也 髙島　真也 平27. 7. 1歯   歯外 矯歯診療所
     弘歯297 ク 弘前市大字城東三丁目６番地１ 常　勤:    1 交代 小歯 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22602-3298-5 よりみつ歯科クリニッ〒036-8274 0172-88-6402依光　高志 依光　高志 平27. 9. 1歯   歯外 診療所
     弘歯298 ク 弘前市大字南城西２丁目５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22702-3299-3 スクエア歯科 〒036-8186 0172-39-4180医療法人雄志会　理事佐藤　雄大 平27.12. 8歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯299 弘前市大字富田三丁目１０番地２常　勤:    2長　佐藤　雄大 組織変更 歯外 現存
     １ (歯       2) 平27.12. 8
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22802-3300-9 くりの木デンタルクリ〒036-8364 0172-88-7676市村　誠子 市村　誠子 平28. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯300 ニック 弘前市大字新町８９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22902-3301-7 医療法人　あおば歯科〒036-8227 0172-31-3343医療法人あおば歯科医渡辺　健一 平28. 2.25歯   小歯 歯外診療所
     弘歯301 医院 弘前市桔梗野四丁目９番地２６ 常　勤:    1院　理事長　渡辺健一 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 2.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23002-3303-3 あまない歯科医院 〒036-8061 0172-88-6400天内　孝昌 天内　孝昌 平28. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     弘歯303 弘前市大字神田一丁目８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23102-3304-1 遠藤歯科 〒036-8001 0172-36-5560医療法人寛心会　理事遠藤　寛 平29. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     弘歯304 弘前市大字代官町７５番地１ 常　勤:    2長　遠藤　寛 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23202-3305-8 松枝歯科医院 〒036-8356 0172-35-2157松枝　卓之 松枝　卓之 平29. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     弘歯305 青森県弘前市大字下白銀町１５番常　勤:    2 交代 現存
     地４号 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23302-3307-4 波多野歯科医院 〒036-8032 0172-32-2861波多野　祐一 波多野　祐一 平30. 5. 1歯   小歯 診療所
     弘歯307 青森県弘前市大字徳田町５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23403-3070-6 白井歯科医院 〒031-0802 0178-22-0833白井　挺貴 白井　挺貴 昭42. 9. 1歯   診療所
     八歯70 八戸市小中野八丁目９－１７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
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  23503-3091-2 よしだ歯科医院 〒031-0812 0178-33-6012吉田　雪枝 吉田　雪枝 昭47. 4.15歯   矯歯 診療所
     八歯91 八戸市大字湊町字柳町１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23603-3109-2 根橋歯科医院 〒031-0821 0178-33-6560根橋　舜三 根橋　舜三 昭51. 5. 4歯   小歯 診療所
     八歯109 八戸市白銀二丁目１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23703-3125-8 笹森歯科医院 〒031-0031 0178-44-3610笹森　智明 笹森　智明 昭55. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八歯125 八戸市大字番町３０のだビル　４常　勤:    1 新規 現存
     階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23803-3133-2 角浜歯科医院 〒031-0039 0178-43-5165角浜　素二郎 角浜　素二郎 昭55. 7.15歯   診療所
     八歯133 八戸市大字鳥屋部町１４－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23903-3144-9 近藤歯科医院 〒031-0081 0178-45-6789医療法人　藤和会　理近藤　俊子 昭56. 6.17歯   診療所
     八歯144 八戸市柏崎五丁目７－１２ 常　勤:    1事長　近藤　俊子 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24003-3145-6 はこいし歯科医院 〒031-0073 0178-45-8115箱石　裕 箱石　裕 昭56.10. 1歯   診療所
     八歯145 八戸市売市三丁目２番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24103-3148-0 丸谷歯科医院 〒031-0812 0178-34-3355丸谷　善一 丸谷　善一 昭57. 4. 1歯   診療所
     八歯148 八戸市大字湊町字久保４４－２６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24203-3149-8 高山歯科医院 〒031-0081 0178-45-8211高山　裕章 高山　裕章 昭57. 4. 1歯   診療所
     八歯149 八戸市柏崎五丁目３－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24303-3150-6 溝口歯科医院 〒031-0081 0178-46-2288溝口　一明 溝口　一明 昭57. 4.15歯   診療所
     八歯150 八戸市柏崎六丁目２４－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24403-3154-8 畑山歯科クリニック 〒031-0021 0178-46-1530畑山　洋司 畑山　洋司 昭57.10.15歯   歯外 診療所
     八歯154 八戸市長者一丁目１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24503-3157-1 中村歯科医院 〒031-0802 0178-22-1759中村　雅愉 中村　雅愉 昭58. 4. 1歯   診療所
     八歯157 八戸市小中野二丁目１－９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
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  24603-3159-7 柏崎歯科医院 〒039-1164 0178-28-8148柏崎　秀一 柏崎　秀一 昭58. 9. 1歯   診療所
     八歯159 八戸市下長四丁目５－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24703-3160-5 石橋歯科クリニック 〒031-0031 0178-22-3557石橋　薫 石橋　薫 昭56. 8. 1歯   診療所
     八歯160 八戸市大字番町４４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24803-3164-7 なかさと歯科 〒031-0072 0178-22-3715中里　正 中里　正 昭59.10. 1歯   診療所
     八歯164 八戸市城下四丁目５－１３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24903-3167-0 川野歯科医院 〒031-0824 0178-25-0662川野　庸子 川野　庸子 昭60. 5.15歯   診療所
     八歯167 八戸市旭ヶ丘五丁目１－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25003-3168-8 かが歯科医院 〒039-1102 0178-23-3902加賀　俊樹 加賀　俊樹 昭60. 6.15歯   矯歯 小歯診療所
     八歯168 八戸市一番町二丁目１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25103-3170-4 成田歯科医院 〒031-0073 0178-45-1180成田　寛治 成田　寛治 昭61. 1.15歯   矯歯 小歯診療所
     八歯170 八戸市売市二丁目１２番１２号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25203-3173-8 大下歯科クリニック 〒039-1101 0178-23-3898大下　雄彦 大下　雄彦 昭61. 9.15歯   診療所
     八歯173 八戸市大字尻内町字八百刈２３－常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25303-3174-6 栗田歯科医院 〒031-0823 0178-34-2170栗田　優男 栗田　優男 昭62. 4. 1歯   診療所
     八歯174 八戸市湊高台四丁目２－１５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25403-3176-1 米沢歯科医院 〒031-0832 0178-34-2328米沢　誠 米沢　誠 昭62. 6.15歯   小歯 歯外診療所
     八歯176 八戸市白銀台四丁目１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25503-3177-9 山本歯科医院 〒039-1167 0178-44-7560山本　仁 山本　仁 昭62.10. 1歯   診療所
     八歯177 八戸市大字沢里字二ツ屋３－１２常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25603-3179-5 ながおか歯科 〒039-1166 0178-24-1126張　信勝 張　信勝 昭62.12. 1歯   診療所
     八歯179 八戸市根城五丁目１３－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25703-3181-1 医療法人　明誠会　古〒031-0802 0178-22-2882医療法人　明誠会　理古川　明 昭63. 6. 1歯   診療所
     八歯181 川歯科医院 八戸市小中野五丁目１１－３ 常　勤:    1事長　古川　明 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25803-3183-7 渋田歯科クリニック 〒031-0833 0178-31-6480澁田　大路 澁田　大路 昭63. 7.15歯   診療所
     八歯183 八戸市大字大久保字沢目１３－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25903-3184-5 くまさか歯科 〒039-1165 0178-28-2818熊坂　覚 熊坂　覚 昭63. 7.15歯   矯歯 小歯診療所
     八歯184 八戸市石堂一丁目２７－１３ 常　勤:    3 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平24. 7.15
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26003-3186-0 白銀吉田歯科医院 〒031-0822 0178-34-2340吉田　正孝 吉田　正孝 昭63.12.16歯   診療所
     八歯186 八戸市大字白銀町字大沢頭２８－常　勤:    1 新規 現存
     ６ (歯       1) 平27.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26103-3192-8 たかのはし歯科医院 〒031-0822 0178-31-2323鷹觜　明剛 鷹觜　明剛 平元. 7.15歯   診療所
     八歯192 八戸市大字白銀町字右岩渕通１９常　勤:    2 新規 現存
     －２，１８－３ (歯       2) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26203-3193-6 樋口歯科医院 〒031-0072 0178-43-1000樋口　裕晃 樋口　裕晃 平元. 8. 1歯   診療所
     八歯193 八戸市城下三丁目１３－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26303-3199-3 八戸クリニック歯科八〒031-0081 0178-22-6610中野　享子 中野　享子 平元.10. 1歯   矯歯 診療所
     八歯199 戸クリニック矯正歯科八戸市柏崎一丁目８－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26403-3202-5 ちば歯科医院 〒039-1164 0178-29-3223千葉　秀彦 千葉　秀彦 平元.12.15歯   診療所
     八歯202 八戸市下長六丁目１４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26503-3204-1 やち歯科クリニック 〒031-0803 0178-22-8148谷地　泰美 谷地　泰美 平 2. 3. 1歯   診療所
     八歯204 八戸市諏訪三丁目１－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26603-3205-8 岩崎歯科クリニック 〒039-1164 0178-20-4411岩崎　浩二郎 岩崎　浩二郎 平 2. 4.15歯   診療所
     八歯205 八戸市下長八丁目１１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26703-3207-4 音喜多歯科医院 〒031-0003 0178-46-0139医療法人　音喜多歯科音喜多　健 平 2. 9.17歯   診療所
     八歯207 八戸市吹上三丁目５－４ 常　勤:    1医院　理事長　音喜多 移動 現存
     (歯       1)　健 平29. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26803-3208-2 高橋歯科クリニック 〒031-0822 0178-31-1217医療法人　高橋歯科ク高橋　秀和 平 2.11. 1歯   診療所
     八歯208 八戸市大字白銀町字三島上２０－常　勤:    1リニック　理事長　高 組織変更 現存
     ４ (歯       1)橋　秀和 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26903-3212-4 亀井歯科 〒031-0033 0178-22-0707亀井　隆行 亀井　隆行 平 3. 3.15歯   診療所
     八歯212 八戸市大字六日町２３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27003-3214-0 宮沢歯科矯正歯科医院〒031-0031 0178-22-0035今宮　英貴 今宮　英貴 平 3. 9.30歯   矯歯 診療所
     八歯214 八戸市大字番町３６－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 9.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27103-3215-7 石亀歯科まさる矯正歯〒031-0041 0178-45-6029医療法人　一心会　理石亀　照造 平 3.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八歯215 科 八戸市大字廿三日町７ 常　勤:    1事長　石亀　照造 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27203-3216-5 山口歯科医院 〒031-0004 0178-47-6770山口　吉昭 山口　吉昭 平 3.12. 1歯   診療所
     八歯216 八戸市南類家二丁目２－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27303-3217-3 石橋歯科医院 〒031-0031 0178-22-4724石橋　一克 石橋　一克 平 3.12. 6歯   診療所
     八歯217 八戸市大字番町６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27403-3218-1 しんどう歯科医院 〒039-1103 0178-29-0232新藤　俊樹 新藤　俊樹 平 4. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八歯218 八戸市長苗代二丁目１７－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27503-3220-7 青葉歯科クリニック 〒031-0804 0178-44-6480鈴木　聡 鈴木　聡 平 4. 5.15歯   矯歯 小歯診療所
     八歯220 八戸市青葉三丁目４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27603-3223-1 くぼた歯科医院 〒031-0071 0178-45-8143久保田　智津子 久保田　智津子 平 4.10.15歯   診療所
     八歯223 八戸市沼館三丁目３－３ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27703-3224-9 池谷歯科医院 〒031-0081 0178-45-7463医療法人　池谷歯科医池谷　健 平 4.12. 1歯   小歯 診療所
     八歯224 八戸市柏崎五丁目４－１７ 常　勤:    1院　理事長　池谷　健 移動 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27803-3225-6 はたやま歯科医院 〒031-0003 0178-96-1331畑山　和廣 畑山　和廣 平 5. 4. 1歯   診療所
     八歯225 八戸市吹上六丁目５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27903-3227-2 遠藤歯科医院 〒031-0813 0178-35-5007遠藤　昌 遠藤　昌 平 6. 5. 1歯   診療所
     八歯227 八戸市大字新井田字水溜４－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28003-3229-8 川村歯科医院 〒031-0001 0178-44-8761川村　昌司 川村　昌司 平 6.10. 3歯   小歯 診療所
     八歯229 八戸市類家四丁目７－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28103-3230-6 いしがめ歯科 〒031-0801 0178-45-3702石亀　昌典 石亀　昌典 平 7. 1.15歯   小歯 診療所
     八歯230 八戸市江陽五丁目４－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28203-3231-4 松川歯科 〒031-0052 0178-22-9486松川　充 松川　充 平 7. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八歯231 八戸市大字本徒士町８－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28303-3233-0 白山台歯科医院 〒039-1114 0178-70-2003新井田　進一 新井田　進一 平 8. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八歯233 八戸市北白山台三丁目４番１７号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28403-3234-8 是川歯科クリニック 〒031-0023 0178-96-6667薄木　隆嗣 薄木　隆嗣 平 8. 4.15歯   矯歯 小歯診療所
     八歯234 八戸市是川四丁目４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28503-3236-3 伊藤歯科医院 〒031-0804 0178-46-1465伊藤　恵一 伊藤　恵一 平 8. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八歯236 八戸市青葉三丁目６－１３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 9. 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［青森県］

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    29 頁

  28603-3237-1 中村歯科クリニック 〒039-1166 0178-41-1231中村　英明 中村　英明 平 8.10.15歯   矯歯 小歯診療所
     八歯237 八戸市根城二丁目１３－１２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28703-3238-9 関口歯科 〒031-0822 0178-33-2332渕澤　茂 渕澤　茂 平 9. 4. 1歯   診療所
     八歯238 八戸市大字白銀町字姥畑３－７ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28803-3239-7 白銀コスモ歯科医院 〒031-0822 0178-35-1182清水　文雄 清水　文雄 平 9. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八歯239 八戸市大字白銀町字小沼１１－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28903-3240-5 なかの矯正歯科クリニ〒031-0057 0178-72-1666中野　錦吾 中野　錦吾 平 9.10. 1矯歯 診療所
     八歯240 ック 八戸市大字上徒士町２０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29003-3241-3 なかだて歯科医院 〒031-0816 0178-30-1182中舘　大司 中舘　大司 平10. 9.15歯   小歯 診療所
     八歯241 八戸市新井田西二丁目１４番１０常　勤:    1 新規 現存
     号 (歯       1) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29103-3242-1 松尾歯科医院 〒039-1104 0178-23-3984医療法人　鐵泉会　理松尾　芳明 平11. 1. 1歯   診療所
     八歯242 八戸市大字田面木字下田面木１３常　勤:    1事長　松尾　芳明 移動 現存
     －３ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29203-3245-4 くりはし歯科医院 〒039-1111 0178-70-2525栗橋　龍一 栗橋　龍一 平11. 7.15歯   矯歯 小歯診療所
     八歯245 八戸市東白山台二丁目２６番３号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29303-3246-2 松舘歯科医院 〒031-0816 0178-25-0814医療法人　萬松会　理松舘　秀泰 平11. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     八歯246 八戸市新井田西三丁目１８番１０常　勤:    3事長　松舘　秀泰 移動 現存
     号 (歯       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29403-3247-0 新井田　中里歯科 〒031-0813 0178-25-1446中里　清 中里　清 平11.10. 1歯   診療所
     八歯247 八戸市大字新井田字常光田２５－常　勤:    1 移動 現存
     ３ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29503-3248-8 村上歯科医院 〒031-0812 0178-33-0706医療法人　寿成会　理村上　壽宏 平11.12. 1歯   診療所
     八歯248 八戸市大字湊町字上中道１１－１常　勤:    1事長　村上　壽宏 移動 現存
     ３ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29603-3253-8 ハーモニー歯科医院 〒031-0004 0178-73-6250滝沢　良子 滝沢　良子 平12.10.15歯   小歯 矯歯診療所
     八歯253 八戸市南類家五丁目８－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10.15
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  29703-3257-9 ささき歯科 〒039-1102 0178-70-1211佐々木　信 佐々木　信 平13.12. 1歯   小歯 診療所
     八歯257 八戸市一番町二丁目１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29803-3261-1 ハローデンタルオフィ〒031-0803 0178-73-6480柄本　俊一 柄本　俊一 平14. 9.15歯   小歯 診療所
     八歯261 ス 八戸市諏訪一丁目１－９６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29903-3262-9 こんどうファミリー歯〒031-0841 0178-33-5555医療法人　こんどうフ近藤　一也 平14. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八歯262 科 八戸市鮫町字小長根１２－１ 常　勤:    1ァミリー歯科　理事長 組織変更 現存
     (歯       1)　近藤　一也 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30003-3264-5 大里歯科医院 〒031-0089 0178-22-0310大里　宏治 大里　宏治 平15. 2.26歯   矯歯 小歯診療所
     八歯264 八戸市長横町１６ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 2.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30103-3265-2 いわぶち矯正歯科クリ〒031-0821 0178-33-6480岩淵　匡志 岩淵　匡志 平15. 7.15歯   矯歯 小歯診療所
     八歯265 ニック 八戸市白銀３－１４－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30203-3266-0 根城歯科クリニック 〒039-1166 0178-47-5607柳田　隆 柳田　隆 平15.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八歯266 八戸市根城三丁目２３－１６ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30303-3267-8 えと歯科医院 〒031-0039 0178-47-8117鈴木　真理子 鈴木　真理子 平15.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八歯267 八戸市鳥屋部町１番地 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30403-3271-0 だいすけ歯科 〒031-0823 0178-32-4682白澤　大輔 白澤　大輔 平17. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八歯271 八戸市湊高台４丁目１２－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30503-3272-8 村上歯科 〒031-0202 0178-83-2305村上　ケイ子 村上　ケイ子 平12. 6.15歯   診療所
     八歯272 八戸市南郷区大字島守字稲荷１－常　勤:    1 その他 現存
     ３ (歯       1) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30603-3273-6 あこう歯科医院 〒031-0111 0178-82-2525医療法人　恵心会　理赤穂　和広 平16.10. 1歯   診療所
     八歯273 八戸市南郷区大字市野沢字市野沢常　勤:    1事長　赤穂　和広 その他 現存
     ３３－１ (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30703-3274-4 のぶデンタルクリニッ〒031-0001 0178-71-3344古館　暢之 古館　暢之 平17.10. 1歯   小歯 診療所
     八歯274 ク 八戸市類家５－３８－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30803-3277-7 たものき歯科医院 〒039-1104 0178-27-9219三浦　大輔 三浦　大輔 平19. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     八歯277 八戸市大字田面木字上田面木２０常　勤:    1 移動 現存
     －４３ (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30903-3278-5 滝沢北村歯科医院 〒031-0073 0178-47-3588北村　靖 北村　靖 平19. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八歯278 八戸市売市２－１－６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31003-3279-3 菅原歯科医院 〒031-0075 0178-45-7654菅原　龍彌 菅原　龍彌 平19. 5. 1歯   診療所
     八歯279 八戸市内丸１－３－２１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31103-3280-1 こなかの歯科よしだ 〒031-0802 0178-72-4182吉田　光宏 吉田　光宏 平19. 6.15歯   小歯 診療所
     八歯280 八戸市小中野４－８－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31203-3282-7 医療法人　夏堀デンタ〒031-0072 0178-44-3737医療法人　夏堀デンタ夏堀　礼二 平20. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八歯282 ルクリニック　城下診八戸市城下１丁目１５－２８ 常　勤:    5ルクリニック　理事長 組織変更 歯外 現存
     療所 (歯       5)　夏堀　礼二 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31303-3283-5 中里デンタルクリニッ〒031-0034 0178-22-2655中里　好宏 中里　好宏 平21. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八歯283 ク 八戸市大字鷹匠小路１２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31403-3284-3 いしおかデンタルクリ〒031-0032 0178-20-0582石岡　道久 石岡　道久 平21. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八歯284 ニック 八戸市三日町２４　石岡商事ビル常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２Ｆ (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31503-3285-0 兼田歯科クリニック 〒031-0003 0178-20-0116兼田　昌明 兼田　昌明 平21.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八歯285 八戸市吹上３－３－５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31603-3286-8 シンフォニー・デンタ〒031-0071 0178-45-0418髙橋　桂子 髙橋　桂子 平21.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     八歯286 ル・クリニック 八戸市沼館４丁目４－８「シンフ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ォニープラザ沼館」内２Ｆ (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31703-3287-6 根城よしだ歯科 〒039-1166 0178-43-0517医療法人　スマイルク吉田　洋 平23. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     八歯287 八戸市根城９丁目４番７号 常　勤:    2リエイト　理事長　吉 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)田　洋 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31803-3288-4 お歯科 〒039-1101 0178-70-7345岡田　勝志 岡田　勝志 平24. 1.11歯   矯歯 歯外診療所
     八歯288 八戸市尻内町字直田７３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 1.11
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31903-3289-2 Ｄｅｎｔａｌ　Ｓａｌ〒039-1165 0178-80-7161熊坂　覚 熊坂　克江 平24. 6. 1歯   歯外 矯歯診療所
     八歯289 ｏｎ　Ｋ 八戸市石堂一丁目２７－１５ 常　勤:    4 新規 小歯 現存
     (歯       4) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32003-3291-8 多賀台歯科 〒039-2242 0178-50-1118三浦　康次郎 三浦　康次郎 平24. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     八歯291 八戸市多賀台２－３－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32103-3293-4 立花歯科クリニック 〒031-0824 0178-25-3624立花　禎康 立花　禎康 平25. 3.30歯   矯歯 小歯診療所
     八歯293 八戸市旭ヶ丘三丁目１－１２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 3.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32203-3294-2 Ａｉ　Ｄｅｎｔａｌ 〒031-0077 0178-20-0086奥寺　藍 奥寺　藍 平25.11. 1歯   小歯 診療所
     八歯294 八戸市長根四丁目１１番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32303-3295-9 下川歯科 〒031-0043 0178-22-2019下川　盛治 下川　盛治 平25.12. 1歯   診療所
     八歯295 八戸市大字十六日町２３番地 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32403-3296-7 医療法人あおもりデン〒031-0073 0178-22-5858医療法人あおもりデン宮川　聡文 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     八歯296 タルケア 八戸市売市４－５－１９ 常　勤:    2タルケア　理事長　宮 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2)川　聡文 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32503-3297-5 田向いしばし歯科 〒031-0011 0178-51-6227石橋　洋幸 石橋　洋幸 平27. 5. 1歯   歯外 診療所
     八歯297 八戸市大字田向字冷水５３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
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  32603-3298-3 スマイル歯科クリニッ〒031-0004 0178-24-6000近藤　重悟 近藤　重悟 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     八歯298 ク 八戸市南類家一丁目１２－４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32703-3299-1 ほりべ歯科クリニック〒039-1166 0178-47-7007堀部　崇 堀部　崇 平28. 5. 1歯   小歯 診療所
     八歯299 八戸市根城２丁目３０－２８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32803-3300-7 鹿内歯科医院 〒039-1166 0178-32-6477鹿内　恒樹 鹿内　恒樹 平29. 6. 1歯   小歯 診療所
     八歯300 青森県八戸市根城字馬場頭３－１常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32903-3301-5 つきだて歯科湊高台診〒031-0823 0178-32-2525築舘　勇樹 築舘　勇樹 平30. 3. 1歯   小歯 診療所
     八歯301 療所 青森県八戸市湊高台二丁目１３－常　勤:    1 交代 現存
     ４２ (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33004-3024-1 一番町歯科医院 〒036-0377 0172-53-3585岩谷　治二 岩谷　治二 昭53.12. 1歯   診療所
     黒歯24 黒石市大字中町６－２ 常　勤:    1 新規 休止
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33104-3027-4 ぬるゆ歯科 〒036-0411 0172-54-2316山谷　政彦 山谷　政彦 昭60. 8.15歯   診療所
     黒歯27 黒石市大字温湯字上川原１５－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33204-3028-2 ことぶき歯科医院 〒036-0315 0172-53-1050阿保　秀樹 阿保　秀樹 昭62. 6.15歯   診療所
     黒歯28 黒石市寿町２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33304-3030-8 花園歯科医院 〒036-0371 0172-52-8078山形　哲則 山形　哲則 昭62.12. 1歯   診療所
     黒歯30 黒石市大字花園町７１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33404-3033-2 アップル歯科医院 〒036-0334 0172-52-7070野呂　剛 野呂　剛 平 5. 2.15歯   診療所
     黒歯33 黒石市東新町一丁目６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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［青森県］

［平成30年 6月 1日現在　歯科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    34 頁

  33504-3038-1 医療法人　あぼ歯科ク〒036-0541 0172-53-5550医療法人　あぼ歯科ク阿保　雅彦 平10.10. 1歯   診療所
     黒歯38 リニック 黒石市北美町一丁目５８ 常　勤:    1リニック　理事長　阿 組織変更 現存
     (歯       1)保　雅彦 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33604-3039-9 大場歯科医院 〒036-0333 0172-53-6821大場　博愛 大場　博愛 平13. 1. 1歯   診療所
     黒歯39 黒石市柵ノ木一丁目５－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33704-3042-3 石川歯科クリニック 〒036-0351 0172-59-0172石川　文洋 石川　文洋 平15. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     黒歯42 黒石市黒石字十三森１８４－９ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33804-3043-1 清藤歯科医院 〒036-0367 0172-52-2303清藤　洋之 清藤　洋之 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     黒歯43 黒石市前町２３－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33904-3044-9 こだま歯科医院 〒036-0357 0172-53-6874児玉　丹奈 児玉　丹奈 平16. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     黒歯44 黒石市追子野木１－２４７－３９常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34004-3046-4 佐藤歯科医院 〒036-0387 0172-59-1313佐藤　孝治 佐藤　孝治 平22. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     黒歯46 黒石市元町１１６－２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34104-3047-2 はなデンタルクリニッ〒036-0356 0172-88-6803花田　真之 花田　真之 平24. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     黒歯47 ク 黒石市ちとせ一丁目１４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34204-3048-0 アクロスプラザ歯科 〒036-0515 0172-55-8188佐藤　正浩 佐藤　正浩 平26. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     黒歯48 黒石市富士見１０３－３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34304-3049-8 くどう歯科医院 〒036-0306 0172-59-2130工藤　康之 工藤　康之 平27. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     黒歯49 黒石市大字内町８番地５ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34404-3050-6 中村歯科医院 〒036-0385 0172-52-3573中村　忍 中村　忍 平27. 8.22歯   診療所
     黒歯50 黒石市大板町１１－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 8.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34505-3021-4 小原歯科医院 〒037-0024 0173-35-6711小原　寛 小原　寛 昭56. 3.23歯   診療所
     五歯21 五所川原市みどり町六丁目１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34605-3022-2 田附歯科医院 〒037-0075 0173-34-3082田附　敏良 田附　良仁 昭56. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     五歯22 五所川原市字寺町１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34705-3023-0 小嶋歯科医院 〒037-0067 0173-34-2519佐原　若子 佐原　若子 昭58. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     五歯23 五所川原市字敷島町１－４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34805-3026-3 高満歯科医院 〒037-0072 0173-34-2468髙満　幸宜 髙満　幸宜 昭62. 8.15歯   小歯 診療所
     五歯26 五所川原市字川端町３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34905-3029-7 中嶋歯科医院 〒037-0061 0173-34-3366中嶋　和郎 中嶋　和郎 平 2. 5. 1歯   小歯 診療所
     五歯29 五所川原市字雛田３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35005-3030-5 本町歯科医院 〒037-0071 0173-35-2214平山　雅人 平山　雅人 平 2. 7.15歯   診療所
     五歯30 五所川原市字本町１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35105-3038-8 小林歯科医院 〒037-0055 0173-33-1156小林　克徳 小林　克徳 平 5.12.15歯   診療所
     五歯38 五所川原市字柏原町５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35205-3039-6 あすなろ歯科医院 〒037-0016 0173-33-1122飛嶋　寛一 飛嶋　寛一 平 6. 8.15歯   小歯 診療所
     五歯39 五所川原市字一ツ谷５０７－２３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35305-3041-2 黒部歯科クリニック 〒037-0023 0173-33-3939黒部　倫朗 黒部　倫朗 平 7. 5.15歯   診療所
     五歯41 五所川原市大字広田字榊森５４－常　勤:    1 新規 現存
     ６５ (歯       1) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35405-3044-6 アップル歯科医院 〒037-0014 0173-39-1171木村　匡孝 木村　匡孝 平 8. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     五歯44 五所川原市大字稲実字米崎１１８常　勤:    1 新規 現存
     －２ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35505-3045-3 宮川歯科クリニック 〒037-0023 0173-34-8410宮川　潤 宮川　潤 平 8. 8.15歯   診療所
     五歯45 五所川原市大字広田字柳沼５４－常　勤:    1 新規 現存
     １５ (歯       1) 平29. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35605-3046-1 成田歯科診療所 〒037-0062 0173-34-2343成田　保之 成田　保之 平 9. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     五歯46 五所川原市字旭町２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35705-3048-7 たんぽぽ歯科 〒037-0036 0173-33-4618村上　安弘 村上　安弘 平13. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     五歯48 五所川原市中央６丁目６４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35805-3049-5 工藤歯科医院 〒037-0063 0173-34-8883工藤　真裕 工藤　真裕 平13. 5.15歯   診療所
     五歯49 五所川原市字大町３７－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35905-3051-1 福士歯科医院 〒037-0202 0173-53-2031福士　淳一 福士　淳一 平16.10. 1歯   診療所
     五歯51 五所川原市金木町朝日山４５３－常　勤:    1 その他 現存
     ２ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36005-3052-9 津島歯科医院 〒037-0202 0173-53-2353津島　徹 津島　徹 平16.11. 8歯   診療所
     五歯52 五所川原市金木町朝日山４２１－常　勤:    1 その他 現存
     ２ (歯       1) 平28.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36105-3053-7 五所川原市国民健康保〒037-0401 0173-27-7734五所川原市 林　宗輝 平16. 4. 1歯   診療所
     五歯53 険市浦歯科診療所 五所川原市相内２７３ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36205-3054-5 ひろし歯科 〒037-0065 0173-35-1718小林　寛志 小林　寛志 平17. 6. 1歯   小歯 診療所
     五歯54 五所川原市幾世森２４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36305-3057-8 渋谷歯科診療所 〒037-0202 0173-52-2233渋谷　諄 渋谷　諄 平19. 4. 1歯   診療所
     五歯57 五所川原市金木町朝日山３３６－常　勤:    1 交代 現存
     １ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36405-3059-4 サトウ歯科クリニック〒037-0036 0173-26-7251佐藤　任 佐藤　任 平24. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     五歯59 五所川原市中央６丁目２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36505-3061-0 医療法人ウェルビーイ〒037-0063 0173-34-2050医療法人ウェルビーイ津嶋　克正 平26. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     五歯61 ング　津島歯科 五所川原市字大町５０１番地１５常　勤:    4ング　理事長　津嶋　 組織変更 現存
     (歯       4)克正 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36605-3062-8 エルム歯科小児歯科 〒037-0036 0173-38-3131白戸　賢司 白戸　賢司 平27. 9. 1歯   小歯 診療所
     五歯62 五所川原市中央一丁目６８番地 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36705-3063-6 田中歯科クリニック 〒037-0202 0173-54-1139医療法人　颯志会　理田中　司 平28.10. 1歯   小歯 診療所
     五歯63 五所川原市金木町朝日山３５８番常　勤:    1事長　田中　司 組織変更 現存
     地１ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36805-3064-4 飛嶋歯科医院 〒037-0006 0173-34-8548飛嶋　大作 飛嶋　大作 平28.10.19歯   小歯 歯外診療所
     五歯64 五所川原市松島町３丁目５番地６常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.10.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36906-3027-9 大竹歯科医院 〒034-0011 0176-22-7811大竹　周 大竹　周 昭56. 3.15歯   診療所
     十歯27 十和田市稲生町３－７大竹ビル　常　勤:    1 新規 現存
     ２階 (歯       1) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37006-3030-3 波紫歯科診療室 〒034-0093 0176-23-2971波紫　博章 波紫　博章 昭59. 9. 1歯   診療所
     十歯30 十和田市西十二番町７－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37106-3035-2 佐々木歯科クリニック〒034-0082 0176-24-3355佐々木　光平 佐々木　光平 昭63. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     十歯35 十和田市西二番町３－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37206-3039-4 稲生歯科診療所 〒034-0011 0176-24-2109古舘　伸之 古舘　伸之 平 3. 4.15歯   診療所
     十歯39 十和田市稲生町１５－２４パルコ常　勤:    1 交代 現存
     ビル　５階 (歯       1) 平30. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37306-3042-8 篠田歯科医院 〒034-0037 0176-25-4585篠田　泰 篠田　泰 平 4. 9. 1歯   診療所
     十歯42 十和田市穂並町５－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37406-3044-4 大学通り歯科医院 〒034-0016 0176-25-2882遊佐　隆子 遊佐　隆子 平 5. 9. 1歯   小歯 診療所
     十歯44 十和田市東十二番町１２－４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37506-3047-7 村上歯科クリニック 〒034-0021 0176-25-6606村上　淳一 村上　淳一 平 6. 6.15歯   歯外 診療所
     十歯47 十和田市東二十三番町１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37606-3048-5 藤坂歯科診療所 〒034-0041 0176-25-2411一戸　秀行 一戸　秀行 平 7. 7. 1歯   診療所
     十歯48 十和田市大字相坂字小林１１５－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37706-3049-3 たかはしデンタルクリ〒034-0017 0176-25-7171高橋　俊介 高橋　俊介 平 7.10.15歯   診療所
     十歯49 ニック 十和田市東二番町２－５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37806-3051-9 渡辺歯科医院 〒034-0083 0176-23-6545渡邊　信行 渡邊　信行 平 8. 7.27歯   診療所
     十歯51 十和田市西三番町１４－４４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 7.27
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37906-3053-5 タカヒロ矯正歯科医院〒034-0021 0176-20-1677佐々木　隆裕 佐々木　隆裕 平10. 7.15矯歯 診療所
     十歯53 十和田市東二十三番町２１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38006-3054-3 立花歯科医院 〒034-0024 0176-25-3355立花　秀枝 立花　秀枝 平10.11.15歯   矯歯 診療所
     十歯54 十和田市東十四番町１７－４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38106-3055-0 浅原歯科医院 〒034-0083 0176-23-4184浅原　秀一 浅原　秀一 平11. 3. 1歯   診療所
     十歯55 十和田市西三番町１５－３７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38206-3056-8 さつき歯科医院 〒034-0031 0176-20-1817佐藤　和佳子 佐藤　和佳子 平11. 5.15歯   矯歯 小歯診療所
     十歯56 十和田市東三番町１０－８１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 5.15
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38306-3057-6 ふくい歯科クリニック〒034-0017 0176-21-1182福井　昌志 福井　昌志 平12. 4.15歯   小歯 診療所
     十歯57 十和田市東二番町８－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38406-3058-4 大友歯科医院 〒034-0011 0176-25-6000大友　聡之 大友　聡之 平14.12.15歯   矯歯 小歯診療所
     十歯58 十和田市稲生町２０－３４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26.12.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38506-3059-2 ポプラ歯科医院 〒034-0094 0176-25-8148田邊　聡 田邊　聡 平15. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     十歯59 十和田市西二十二番町２７－１９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38606-3062-6 医療法人　高屋歯科医〒034-0011 0176-23-8241医療法人　高屋歯科医高屋　茂 平15.11. 1歯   診療所
     十歯62 院 十和田市稲生町２３－１０ 常　勤:    2院　理事長　高屋　茂 移動 現存
     (歯       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38706-3064-2 髙橋歯科医院 〒034-0011 0176-23-2221髙橋　太郎 髙橋　太郎 平16. 7.21歯   診療所
     十歯64 十和田市稲生町８－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38806-3065-9 第二渡辺歯科 〒034-0301 0176-72-2336渡辺　幸子 渡辺　幸子 平12. 7. 1歯   診療所
     十歯65 十和田市大字奥瀬字小沢口９５－常　勤:    1 その他 現存
     １ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38906-3067-5 官庁街歯科 〒034-0082 0176-20-1718医療法人　オーラルヘ工藤　淳一 平17. 1. 4歯   歯外 矯歯診療所
     十歯67 十和田市西二番町１３－２ 常　勤:    1ルスアーキテクト　理 組織変更 小歯 現存
     (歯       1)事長　工藤　淳一 平29. 1. 4
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39006-3069-1 仁歯科医院 〒034-0001 0176-22-4313古舘　仁 古舘　仁 平18. 6. 1歯   診療所
     十歯69 十和田市大字三本木字並木西１７常　勤:    2 移動 現存
     ８－１０ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39106-3070-9 医療法人　みきのがは〒034-0012 0176-21-1111医療法人　みきのがは小川　淳 平19. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     十歯70 ら歯科医院 十和田市東一番町１０－１ 常　勤:    2ら歯科医院　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)小川　富貴子 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39206-3071-7 青の森歯科医院 〒034-0023 0176-51-6220坪田　亘基 坪田　亘基 平22.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     十歯71 十和田市東十三番町２５－２８－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ５ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39307-3019-4 石要歯科 〒033-0052 0176-57-4500小西　史人 小西　史人 昭56.12. 1歯   診療所
     沢歯19 三沢市本町二丁目８１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
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  39407-3021-0 篠田歯科医院 〒033-0023 0176-57-0044篠田　文隆 篠田　文隆 昭59. 4. 1歯   診療所
     沢歯21 三沢市下久保３－１９－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39507-3024-4 第二黒田歯科診療所 〒033-0001 0176-53-2540医療法人　第二黒田歯黒田　雅行 昭62.12.28歯   診療所
     沢歯24 三沢市中央町四丁目１１－３９ 常　勤:    2科診療所　理事長　黒 組織変更 現存
     (歯       2)田　雅行 平29.12.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39607-3025-1 川市歯科医院 〒033-0001 0176-53-8148医療法人　博和会　理川市　博志 平元. 6. 1歯   診療所
     沢歯25 三沢市中央町三丁目７－２３ 常　勤:    1事長　川市　博志 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39707-3026-9 山木歯科医院 〒033-0037 0176-57-1518山木　昭秀 山木　昭秀 平元.10. 1歯   診療所
     沢歯26 三沢市松園町三丁目７－９ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39807-3029-3 医療法人　よしだ歯科〒033-0034 0176-52-4433医療法人　よしだ歯科吉田　悦子 平 8. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     沢歯29 医院 三沢市東町一丁目１－１０ 常　勤:    1医院　理事長　吉田　 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)悦子 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39907-3031-9 岡三沢歯科クリニック〒033-0021 0176-51-1110医療法人　岡三沢歯科千　瑞将 平13.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     沢歯31 三沢市岡三沢２丁目５－１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)千　瑞将 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40007-3032-7 富田歯科医院 〒033-0037 0176-51-8688富田　尚道 富田　尚道 平14. 5.15歯   矯歯 小歯診療所
     沢歯32 三沢市松園町２－１－４６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40107-3033-5 なみおか歯科医院 〒033-0037 0176-51-7050濤岡　一司 濤岡　一司 平15. 5.15歯   小歯 歯外診療所
     沢歯33 三沢市松園町二丁目１２－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40207-3034-3 医療法人　たなべ歯科〒033-0033 0176-50-2880医療法人　たなべ歯科田邊　忠輝 平16. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     沢歯34 ・矯正歯科医院 三沢市美野原一丁目１３－２ 常　勤:    2・矯正歯科医院　理事 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)長　田邊　忠輝 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40307-3035-0 医療法人　愛歯会　黒〒033-0011 0176-53-2650医療法人　愛歯会　理黒田　政道 平19. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     沢歯35 田歯科医院 三沢市幸町一丁目２－２３ 常　勤:    2事長　黒田　政俊 移動 現存
     (歯       2) 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40407-3036-8 あしはらデンタルクリ〒033-0034 0176-51-4777芦原　理子 芦原　理子 平20. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     沢歯36 ニック 三沢市東町１丁目１２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40507-3037-6 ＴＯＪＯ　ＤＥＮＴＡ〒033-0001 0176-27-6471東條　方厚 東條　方厚 平21. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     沢歯37 Ｌ　ＣＬＩＮＩＣ 三沢市中央町４丁目３－１９ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40607-3038-4 えびな歯科クリニック〒033-0034 0176-27-6480蛯名　裕彦 蛯名　裕彦 平21. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     沢歯38 三沢市東町四丁目４番７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40707-3039-2 ワイズ歯科 〒033-0023 0176-50-1814柿崎　陽子 柿崎　陽子 平21.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     沢歯39 三沢市下久保３丁目１８－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40807-3040-0 つきだて歯科診療室 〒033-0033 0176-51-6375月館　洋一 月館　洋一 平22. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     沢歯40 三沢市美野原２丁目２２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40908-3018-4 渡邊歯科医院 〒035-0076 0175-24-1839渡邊　速人 渡邊　速人 昭53. 9. 1歯   診療所
     市歯18 むつ市旭町１－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41008-3019-2 松木歯科医院 〒035-0085 0175-24-2515松木　淳一 松木　淳一 昭54. 7.15歯   診療所
     市歯19 むつ市大湊浜町５－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41108-3021-8 上條ファミリー歯科 〒035-0054 0175-22-8288上條　厚子 上條　厚子 昭57.11. 1歯   診療所
     市歯21 むつ市海老川町１４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41208-3024-2 畑中歯科矯正歯科 〒035-0071 0175-23-4338畑中　豊美 畑中　豊美 昭61. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     市歯24 むつ市小川町一丁目１７－１３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41308-3027-5 高瀬歯科医院 〒035-0031 0175-22-1366高瀬　厚太郎 高瀬　厚太郎 平元. 5. 1歯   診療所
     市歯27 むつ市柳町一丁目４－１４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41408-3028-3 小田川歯科医院 〒035-0041 0175-22-2188小田川　秀樹 小田川　秀樹 平 2. 3. 1歯   診療所
     市歯28 むつ市金曲一丁目１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
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  41508-3029-1 田中歯科クリニック 〒035-0071 0175-22-0077田中　志昌 田中　志昌 平 2. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     市歯29 むつ市小川町一丁目４－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41608-3030-9 山中歯科医院 〒035-0031 0175-23-5000山中　仁 山中　仁 平 2. 8. 1歯   診療所
     市歯30 むつ市柳町一丁目２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41708-3032-5 熊谷歯科医院 〒035-0035 0175-23-9032熊谷　秀俊 熊谷　秀俊 平 7.12.15歯   診療所
     市歯32 むつ市本町１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41808-3035-8 たかはし歯科医院 〒035-0051 0175-22-6480高橋　正行 高橋　正行 平11. 3.15歯   矯歯 小歯診療所
     市歯35 むつ市新町１０－２０ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41908-3036-6 あわさ歯科医院 〒035-0083 0175-28-4760粟佐　祥一 粟佐　祥一 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     市歯36 むつ市大平町４２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42008-3037-4 川内歯科クリニック 〒039-5201 0175-42-2818澤田　幸武 澤田　幸武 平16. 8. 1歯   診療所
     市歯37 むつ市川内町川内２８６ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42108-3041-6 上條歯科医院 〒035-0051 0175-22-4341上條　守夫 上條　守夫 平17.10.18歯   診療所
     市歯41 むつ市新町１０－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42208-3042-4 上條歯科医院 〒039-4401 0175-34-2018上條　守夫 上條　守夫 平17.10.18歯   診療所
     市歯42 むつ市大畑町新町２２－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42308-3043-2 波岡歯科医院 〒035-0035 0175-22-1693波岡　尚登 波岡　尚登 平18. 4. 1歯   診療所
     市歯43 むつ市本町４－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42408-3044-0 ますだ歯科医院 〒035-0083 0175-24-2629桝田　英之 桝田　英之 平19. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     市歯44 むつ市大平町４３－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42508-3045-7 こうえんまえ歯科　矯〒035-0077 0175-29-1182髙部　明人 髙部　明人 平19. 4. 1歯   矯歯 診療所
     市歯45 正歯科 むつ市山田町２４－２３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
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  42608-3046-5 みどりがおか歯科クリ〒035-0066 0175-34-1430石崎　博 石崎　博 平20. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     市歯46 ニック むつ市緑が丘６－１２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42708-3048-1 医療法人　美歯会　板〒035-0032 0175-23-5225医療法人　美歯会　理大澤　優子 平23. 4. 6歯   矯歯 診療所
     市歯48 垣矯正歯科　むつ診療むつ市上川町１番５号 常　勤:    1事長　板垣　正樹 組織変更 現存
     室 (歯       1) 平29. 4. 6
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42808-3049-9 さくら歯科 〒035-0053 0175-34-0565村上　朝音 村上　朝音 平29.12. 1歯   診療所
     市歯49 青森県むつ市緑町２３番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42909-3002-6 清藤歯科 〒038-3132 0173-42-4182清藤　有則 清藤　有則 平16. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     津歯2 つがる市木造清水２２ 常　勤:    2 その他 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43009-3003-4 福士歯科医院 〒038-3145 0173-42-3316福士　賢治 福士　賢治 平11.12.15歯   矯歯 小歯診療所
     津歯3 つがる市木造千代町２７－２ 常　勤:    2 その他 現存
     (歯       2) 平29.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43109-3004-2 菊池歯科医院 〒038-3144 0173-42-2077川村　郁子 川村　郁子 平12. 3.18歯   診療所
     津歯4 つがる市木造曙６５ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平30. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43209-3006-7 葛西歯科診療所 〒038-3132 0173-42-2125医療法人　光治会　理葛西　治千代 平17. 2. 1歯   矯歯 診療所
     津歯6 つがる市木造清水４７ 常　勤:    1事長　葛西　治千代 その他 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43309-3007-5 しもや歯科医院 〒038-2816 0173-26-4024下屋　宏幸 下屋　宏幸 平12. 4. 1歯   診療所
     津歯7 つがる市森田町森田月見野２５６常　勤:    1 その他 現存
     －１ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43409-3008-3 柏ミナトヤ歯科医院 〒038-3107 0173-25-2481医療法人　ミナトヤ歯大戸　勲 平11. 7. 1歯   小歯 診療所
     津歯8 つがる市柏稲盛幾世４１ 常　勤:    1科医院　理事長　湊谷 その他 現存
     (歯       1)　浩 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43509-3009-1 車力歯科診療所 〒038-3303 0173-56-3382山口　錬 山口　錬 平12. 1. 1歯   診療所
     津歯9 つがる市車力町山崎１－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
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  43609-3010-9 長内歯科医院 〒038-3303 0173-56-3164長内　登紀晴 長内　登紀晴 平11. 7.15歯   診療所
     津歯10 つがる市車力町下林７－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43709-3011-7 ひらた歯科 〒038-3155 0173-42-3269平田　俊介 平田　俊介 平30. 1. 1歯   小歯 診療所
     津歯11 青森県つがる市木造増田２２－１常　勤:    2 交代 現存
     ５ (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43810-3003-2 工藤歯科医院 〒036-0104 0172-44-6123工藤　祥勝 工藤　祥勝 平12.10. 1歯   診療所
     平歯3 平川市柏木町藤山１１－６ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43910-3006-5 さとう歯科クリニック〒036-0203 0172-57-5888佐藤　敏夫 佐藤　敏夫 平12. 7. 1歯   小歯 診療所
     平歯6 平川市南田中北林元３７－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44010-3007-3 すぎた歯科 〒036-0221 0172-57-5757医療法人　社団　慶友杉田　直人 平12.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     平歯7 平川市中佐渡南田１８－１６ 常　勤:    1会　理事長　杉田　直 その他 歯外 現存
     (歯       1)人 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44110-3008-1 碇ケ関歯科医院 〒038-0101 0172-46-2572大庭　信司 大庭　信司 平12. 5. 1歯   小歯 診療所
     平歯8 平川市碇ケ関山神堂１１３－３ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44210-3009-9 ひらかわ歯科クリニッ〒036-0111 0172-43-0231須々田　明彦 須々田　明彦 平19. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     平歯9 ク 平川市小和森中松岡１１６－２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44310-3010-7 あずまデンタルクリニ〒036-0104 0172-44-0648医療法人　優歯会　理工藤　東 平21.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     平歯10 ック 平川市柏木町東田３１３番地８ 常　勤:    3事長　工藤　東 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44410-3011-5 清藤歯科平賀医院 〒036-0103 0172-44-3132清藤　浩也 清藤　浩也 平23. 3. 3歯   小歯 診療所
     平歯11 平川市本町北柳田２１－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44510-3012-3 清藤歯科医院 〒036-0103 0172-44-3177清藤　幸則 清藤　幸則 平29.11. 1歯   診療所
     平歯12 青森県平川市本町平野４６－１２常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  44620-3038-7 平内ミナトヤ歯科医院〒039-3321 017-755-5353医療法人　ミナトヤ歯滝沢　仙太郎 平 4.12. 1歯   小歯 診療所
     東歯38 東津軽郡平内町大字小湊字後萢２常　勤:    1科医院　理事長　湊谷 新規 現存
     －１１ (歯       1)　浩 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44720-3040-3 平内歯科クリニック 〒039-3321 0177-55-4182医療法人　平青会　理田中　純一 平11. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東歯40 東津軽郡平内町大字小湊字小湊１常　勤:    1事長　田中　純一 組織変更 歯外 現存
     ３１－１ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44820-3041-1 高谷歯科 〒039-3321 017-755-5612高谷　和彦 吉田　英泉 平12.11.15歯   診療所
     東歯41 東津軽郡平内町大字小湊字後萢３常　勤:    2 新規 現存
     ７－７ (歯       2) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44920-3042-9 グリーン歯科クリニッ〒030-1212 0174-31-3131中村　公陽 中村　公陽 平14. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東歯42 ク 東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐常　勤:    1 新規 現存
     干１２９－２８ (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45020-3043-7 住吉歯科医院 〒030-1502 0174-35-2051住吉　千明 住吉　千明 平17. 1. 1歯   小歯 診療所
     東歯43 東津軽郡今別町今別字今別８４ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45120-3044-5 外ヶ浜歯科診療所 〒030-1302 0174-31-0648山形　暢 山形　暢 平27. 5. 1歯   診療所
     東歯44 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師宮本常　勤:    1 新規 現存
     ８７－２１ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45221-3001-3 工藤歯科医院 〒038-2324 0173-74-2545工藤　きみ 工藤　きみ 昭44. 9. 4歯   診療所
     西歯1 西津軽郡深浦町大字深浦字浜町４常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平29. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45321-3041-9 かなざわ歯科医院 〒038-2761 0173-72-6480金澤　潤一 金澤　潤一 平 5. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西歯41 西津軽郡鯵ヶ沢町大字舞戸町字蒲常　勤:    1 新規 歯外 現存
     生１２４－１ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45421-3045-0 たけだ歯科 〒038-2503 0173-76-3708武田　俊平 武田　俊平 平 8.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     西歯45 西津軽郡深浦町大字関字栃沢８９常　勤:    1 新規 現存
     －１３ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45521-3046-8 さいとう歯科医院 〒038-2324 0173-74-3003齋藤　雅則 齋藤　雅則 平11.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西歯46 西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢常　勤:    1 新規 現存
     ８２－２０ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45621-3047-6 かねこ歯科医院 〒038-2761 0173-72-8602兼子　直人 兼子　直人 平21. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     西歯47 西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字下常　勤:    1 新規 現存
     富田５６－１２ (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45721-3049-2 湊谷歯科診療所 〒038-2761 0173-72-2744山本　奈美子 山本　奈美子 平23.10. 1歯   診療所
     西歯49 西津軽郡鯵ヶ沢町大字舞戸町字上常　勤:    2 交代 現存
     富田１３６－８ (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45823-3055-5 佐藤歯科医院 〒038-3802 0172-75-4020佐藤　甚弥 佐藤　甚弥 昭60.11.13歯   小歯 診療所
     南歯55 南津軽郡藤崎町大字藤崎字武元１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平24.11.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45923-3056-3 仲町歯科医院 〒038-3802 0172-75-3035佐藤　芳朗 佐藤　芳朗 昭60.11.16歯   矯歯 小歯診療所
     南歯56 南津軽郡藤崎町大字藤崎字村岡５常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平24.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46023-3064-7 あしだ歯科医院 〒038-3803 0172-75-6480芦田　豊昭 芦田　豊昭 平 2. 4. 1歯   診療所
     南歯64 南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目常　勤:    1 新規 現存
     １２－９ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46123-3066-2 西とよだ歯科医院 〒038-3802 0172-75-3103佐藤　芳朗 佐藤　芳朗 平 3. 2. 1歯   小歯 診療所
     南歯66 南津軽郡藤崎町大字藤崎字西豊田常　勤:    1 新規 現存
     一丁目９－４ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46223-3070-4 ときわ　さとう歯科医〒038-1216 0172-65-4060佐藤　透 佐藤　透 平 4.12. 1歯   診療所
     南歯70 院 南津軽郡藤崎町大字榊字亀田９－常　勤:    1 新規 現存
     ２４ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46323-3082-9 デンタルクリニック～〒038-0211 0172-49-1155佐藤　淳 佐藤　淳 平11.12.15歯   矯歯 小歯診療所
     南歯82 さとう 南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田３常　勤:    1 新規 現存
     ３－２ (歯       1) 平29.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46423-3084-5 田舎館歯科クリニック〒038-1122 0172-58-4618医療法人　平青会　理成田　憲司 平12.12.15歯   小歯 歯外診療所
     南歯84 南津軽郡田舎館村大字八反田字古常　勤:    1事長　田中　純一 新規 現存
     舘１１９－１ (歯       1) 平24.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46523-3088-6 のじりデンタルクリニ〒038-3802 0172-75-5757野尻　直宏 野尻　直宏 平17.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     南歯88 ック 南津軽郡藤崎町藤崎村井５３－１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46623-3091-0 成田歯科医院 〒038-0211 0172-48-2907成田　文弥 成田　文弥 平30. 1. 1歯   診療所
     南歯91 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字常　勤:    1 交代 現存
     大鰐８１－２ (歯       1) 平30. 1. 1
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  46723-3092-8 ふじデンタルクリニッ〒038-3802 0172-55-8245村澤　憲一 村澤　憲一 平30. 5.21歯   小歯 診療所
     南歯92 ク 青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字常　勤:    1 新規 現存
     村井４０－１４ (歯       1) 平30. 5.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46824-3033-0 山口歯科診療室 〒037-0305 0173-57-2015山口　錬 山口　錬 昭51. 2.12歯   矯歯 小歯診療所
     北歯33 北津軽郡中泊町大字中里字亀山４常　勤:    1 新規 現存
     ７３－１ (歯       1) 平30. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46924-3040-5 今歯科医院 〒037-0305 0173-57-2117今　継逸 今　継逸 昭57. 7.15歯   診療所
     北歯40 北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂常　勤:    1 新規 現存
     ４８－２ (歯       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47024-3048-8 諏訪歯科 〒038-3661 0172-73-3919諏訪　琢也 諏訪　琢也 昭61. 7. 1歯   診療所
     北歯48 北津軽郡板柳町大字福野田字増田常　勤:    1 新規 現存
     １８－３ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47124-3049-6 久米田歯科矯正歯科医〒038-3661 0172-73-4488久米田　俊次 久米田　俊次 昭61.12.15歯   小歯 矯歯診療所
     北歯49 院 北津軽郡板柳町大字福野田字実田常　勤:    1 新規 現存
     ８４－２ (歯       1) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47224-3050-4 工藤八歯科医院 〒038-3662 0172-72-1171工藤　勝久 工藤　勝久 平元. 4.15歯   診療所
     北歯50 北津軽郡板柳町大字板柳字土井１常　勤:    1 新規 現存
     ０８－２ (歯       1) 平28. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47324-3054-6 おおせ歯科医院 〒038-3661 0172-73-3372医療法人　清邦会　理大瀬　邦暉 平 2. 7. 1歯   診療所
     北歯54 北津軽郡板柳町大字福野田字実田常　勤:    1事長　大瀬　邦暉 組織変更 現存
     ９７－１ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47424-3055-3 久米田歯科 〒038-3621 0172-77-3230久米田　譲 久米田　譲 平 2. 8. 1歯   診療所
     北歯55 北津軽郡板柳町大字五林平字三宅常　勤:    1 新規 現存
     １１－１ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47524-3056-1 中田歯科医院 〒038-3503 0173-22-5577医療法人　中田歯科医中田　一穂 平 5. 9. 1歯   小歯 診療所
     北歯56 北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬１常　勤:    1院　理事長　中田　一 組織変更 現存
     ８２－５ (歯       1)穂 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47624-3060-3 ゆみこ歯科クリニック〒037-0305 0173-69-1020古川　由美子 古川　由美子 平 9.12.15歯   診療所
     北歯60 北津軽郡中泊町大字中里字亀山４常　勤:    1 新規 現存
     ２５－２ (歯       1) 平27.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47724-3061-1 なかじま歯科クリニッ〒038-3503 0173-23-1230中嶋　庸晃 中嶋　庸晃 平10. 6.15歯   診療所
     北歯61 ク 北津軽郡鶴田町大字鶴田字相原１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平28. 6.15
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  47824-3062-9 伝法谷歯科医院 〒037-0305 0173-57-2511傳法谷　潤子 傳法谷　潤子 平10.12. 1歯   診療所
     北歯62 北津軽郡中泊町大字中里字亀山４常　勤:    1 交代 現存
     ４８ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47924-3063-7 なかむら歯科医院 〒038-3645 0172-79-1123中村　真也 中村　真也 平11. 5. 1歯   小歯 診療所
     北歯63 北津軽郡板柳町大字辻字福岡５５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48024-3068-6 たけだ歯科医院 〒038-3662 0172-72-0404医療法人　仙知会　理武田　信洋 平21. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     北歯68 北津軽郡板柳町大字板柳字土井３常　勤:    1事長　大塚　勝幸 組織変更 歯外 現存
     ６１番地２ (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48124-3069-4 坂本歯科クリニック 〒038-3503 0173-26-1182坂本　麗輔 坂本　麗輔 平29. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     北歯69 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字常　勤:    1 新規 現存
     鷹ノ尾９番地７ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48225-3046-9 石田歯科医院 〒039-2525 0176-62-4959石田　修一 石田　修一 昭51.10. 1歯   診療所
     上歯46 上北郡七戸町字七戸２０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48325-3049-3 久保田歯科医院 〒039-2661 0175-63-2418久保田　誠 久保田　誠 昭52. 9. 1歯   診療所
     上歯49 上北郡東北町字上笹橋１６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48425-3052-7 第２久保田歯科 〒039-3131 0175-64-0167久保田　束 久保田　束 昭56. 1. 1歯   診療所
     上歯52 上北郡野辺地町字野辺地８６－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48525-3054-3 沼山歯科医院 〒039-2405 0176-56-3957沼山　助直 沼山　助直 昭56.10. 1歯   診療所
     上歯54 上北郡東北町上北南三丁目３２－常　勤:    1 新規 現存
     ５５４ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48625-3058-4 中村歯科医院 〒039-2371 0176-55-3945中村　國雄 中村　國雄 昭57. 9.15歯   診療所
     上歯58 上北郡六戸町大字犬落瀬字後田５常　勤:    1 新規 現存
     ２－４８ (歯       1) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48725-3076-6 あらと歯科クリニック〒039-2827 0176-68-3411新渡　尊仁 新渡　尊仁 平 2. 2. 1歯   診療所
     上歯76 上北郡七戸町字森ノ上２１４－２常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48825-3077-4 医療法人　奥寺歯科医〒039-2371 0176-55-3456医療法人　奥寺歯科医奥寺　紀智 平 2.11. 1歯   診療所
     上歯77 院 上北郡六戸町大字犬落瀬字若宮２常　勤:    3院　理事長　奥寺　紀 組織変更 現存
     －３ (歯       3)智 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48925-3080-8 医療法人　宮澤歯科医〒039-3131 0175-64-3166医療法人　宮澤歯科医宮澤　雅 平 3. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     上歯80 院 上北郡野辺地町字野辺地７５－２常　勤:    1院　理事長　宮澤　雅 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49025-3081-6 久保田歯科医院 〒039-3212 0175-72-2020久保田　昉 久保田　徹 平 3. 9. 1歯   小歯 診療所
     上歯81 上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附７常　勤:    1 新規 現存
     ０５－４７ (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49125-3083-2 かくたま歯科医院 〒039-3131 0175-64-4180伊藤　真 伊藤　真 平 4.12.15歯   矯歯 小歯診療所
     上歯83 上北郡野辺地町字野辺地１１６－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49225-3086-5 高田歯科医院 〒039-2512 0176-62-4182高田　眞一 高田　眞一 平 4.12.15歯   診療所
     上歯86 上北郡七戸町字笊田１３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49325-3087-3 柏崎歯科　下田ショッ〒039-2112 0178-50-3199柏崎　秀一 中尾根　博明 平 7. 4.15歯   診療所
     上歯87 ピングセンター診療所上北郡おいらせ町中野平４０－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.15
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49425-3089-9 あとむら歯科医院 〒039-2189 0176-50-1817後村　誠 後村　誠 平 9. 4.15歯   診療所
     上歯89 上北郡おいらせ町青葉１－５０－常　勤:    1 新規 現存
     １５０２ (歯       1) 平30. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49525-3092-3 のさか歯科医院 〒039-3131 0175-64-8241野坂　庸子 野坂　庸子 平10. 8. 1歯   小歯 診療所
     上歯92 上北郡野辺地町字野辺地２７９－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49625-3093-1 とがしデンタルクリニ〒039-4301 0175-77-3350富樫　洋介 富樫　洋介 平10. 9.15歯   小歯 歯外診療所
     上歯93 ック 上北郡六ヶ所村大字泊字川原７５常　勤:    2 新規 現存
     －８１ (歯       2) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49725-3095-6 めとき歯科医院 〒039-2189 0176-50-0202目時　亨 目時　亨 平12. 1. 1歯   診療所
     上歯95 上北郡おいらせ町青葉５－５０－常　勤:    1 新規 現存
     ２０４２ (歯       1) 平30. 1. 1
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  49825-3096-4 鈴晃歯科医院 〒039-3131 0175-64-8108鈴木　晃 鈴木　晃 平13. 5.21歯   矯歯 小歯診療所
     上歯96 上北郡野辺地町字野辺地２８－４常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 5.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49925-3099-8 くぼた歯科医院 〒039-3111 0175-64-3030久保田　昉 久保田　昉 平14. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     上歯99 上北郡野辺地町字石神裏１４－６常　勤:    2 移動 現存
     ３ (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50025-3102-0 近藤医院歯科 〒039-3131 0175-64-2645近藤　麿史 近藤　麿史 平14.11.15歯   小歯 診療所
     上歯102 上北郡野辺地町野辺地字野辺地１常　勤:    1 移動 現存
     －４２ (歯       1) 平26.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50125-3104-6 スマイル歯科 〒039-2222 0178-52-5454今北　将人 今北　将人 平16. 6. 1歯   診療所
     上歯104 上北郡おいらせ町下前田６２－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50225-3105-3 小松ヶ丘歯科医院 〒033-0074 0176-51-7890成田　正樹 成田　正樹 平16. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     上歯105 上北郡六戸町小松ケ丘三丁目７７常　勤:    1 新規 現存
     －１０７６ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50325-3106-1 小野寺歯科医院 〒039-3141 0175-64-6605小野寺　修 小野寺　修 平16.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     上歯106 上北郡野辺地町鳴沢３６－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50425-3107-9 かみきたデンタルクリ〒039-2406 0176-56-4681医療法人　桜青会　理上松　丈裕 平18. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     上歯107 ニック 上北郡東北町旭北一丁目３１－９常　勤:    6事長　上松　丈裕 組織変更 歯外 現存
     ０ (歯       6) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50525-3108-7 橋本歯科医院 〒039-4145 0175-78-6264橋本　梓 橋本　梓 平23. 1. 1歯   診療所
     上歯108 上北郡横浜町字寺下２２－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50625-3109-5 山松歯科クリニック 〒039-2525 0176-62-9085山田　典男 山田　典男 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     上歯109 上北郡七戸町字七戸２９１番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50725-3110-3 小川歯科 〒039-2525 0176-58-6480小川　武史 小川　武史 平23.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     上歯110 上北郡七戸町字七戸３２４番５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50825-3112-9 大島歯科医院 〒039-2667 0175-63-2238大島　忍 大島　忍 平27. 1. 1歯   診療所
     上歯112 上北郡東北町字膳前４１－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50925-3113-7 医療法人　木村歯科医〒039-2224 0178-52-7707医療法人木村歯科医院木村　英敏 平27. 5. 1歯   小歯 診療所
     上歯113 院 上北郡おいらせ町下明堂１番地８常　勤:    3　理事長　木村　英敏 組織変更 現存
     (歯       3) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51025-3114-5 工藤医院　歯科 〒039-2407 0176-56-2229工藤　省子 工藤　省子 平27.10.23歯   診療所
     上歯114 上北郡東北町旭南１丁目３１－８常　勤:    1 交代 現存
     ０４ (歯       1) 平27.10.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51125-3116-0 昆歯科医院 〒039-2225 0178-52-5611昆　麻子 昆　麻子 平29. 2. 1歯   診療所
     上歯116 上北郡おいらせ町上明堂８２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51226-3019-4 あらまき歯科医院 〒039-4224 0175-46-2777荒蒔　正邦 荒蒔　正邦 平 8. 7. 1歯   診療所
     下歯19 下北郡東通村大字白糠字前田９－常　勤:    1 新規 現存
     １１ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51326-3025-1 東通村歯科診療室 〒039-4222 0175-48-2600東通村 荒蒔　正邦 平21. 7. 1歯   診療所
     下歯25 下北郡東通村大字砂子又字沢内９常　勤:    1 新規 現存
     番地４ (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51426-3026-9 ちよや歯科クリニック〒039-4601 0175-32-1184千代谷　良子 千代谷　良子 平21.11. 1歯   小歯 診療所
     下歯26 下北郡大間町大字大間字大間平２常　勤:    1 新規 現存
     ８－２１ (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51526-3027-7 国民健康保険　佐井歯〒039-4711 0175-38-2261一部事務組合下北医療川島　貴雅 平24. 4. 1歯   診療所
     下歯27 科診療所 下北郡佐井村大字佐井字大佐井１常　勤:    1センター　管理者　宮 移動 現存
     １４－１ (歯       1)下　宗一郎 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51627-3047-3 成田歯科医院 〒039-1559 0178-62-2387成田　ホウ 成田　ホウ 昭44. 1. 8歯   診療所
     三歯47 三戸郡五戸町字下大町１２－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51727-3070-5 乗上歯科医院 〒039-0201 0179-32-4567乘上　功 乘上　功 昭59. 4. 1歯   診療所
     三歯70 三戸郡田子町大字田子字田子６１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
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  51827-3073-9 第二船越歯科医院 〒039-1533 0178-62-6116船越　良一 船越　良一 昭59.10. 1歯   診療所
     三歯73 三戸郡五戸町字野月２５の３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51927-3078-8 田嶋歯科医院 〒039-1518 0178-62-6209田嶋　敏明 田嶋　敏明 昭62.11.12歯   診療所
     三歯78 三戸郡五戸町字下モ沢向２１－６常　勤:    1 移動 現存
     ６ (歯       1) 平29.11.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52027-3080-4 宮沢歯科医院 〒039-0611 0178-75-1160医療法人　誠和会　理宮澤　誠 昭63. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     三歯80 三戸郡南部町大字斗賀字上明戸１常　勤:    1事長　宮澤　誠 組織変更 現存
     ４ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52127-3085-3 千葉歯科医院 〒039-0105 0179-34-3310医療法人　千葉歯科医千葉　誠 平 3. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     三歯85 三戸郡南部町大字沖田面字千刈６常　勤:    2院　理事長　千葉　誠 組織変更 現存
     ２－２ (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52227-3088-7 石亀歯科医院 〒039-0201 0179-32-2264医療法人　一心会　理和田　憲志 平 3.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     三歯88 三戸郡田子町大字田子字田子３４常　勤:    1事長　石亀　照造 組織変更 歯外 現存
     －１ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52327-3091-1 山口歯科医院 〒039-1534 0178-62-3568山口　登 山口　登 平 4.11. 1歯   診療所
     三歯91 三戸郡五戸町字荒町１５－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52427-3093-7 小村歯科医院 〒039-1515 0178-62-5121医療法人　小村歯科医小村　徳行 平 5.10. 1歯   診療所
     三歯93 三戸郡五戸町字熊ノ沢２５－１３常　勤:    2院　理事長　小村　徳 組織変更 現存
     (歯       2)行 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52527-3103-4 柏崎歯科　階上診療所〒039-1201 0178-80-1182柏崎　秀一 櫻田　京子 平11. 1. 1歯   診療所
     三歯103 三戸郡階上町大字道仏字耳ヶ吠３常　勤:    1 新規 現存
     －５３７ (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52627-3104-2 蒼前歯科医院 〒039-1212 0178-80-1188蛇口　義光 蛇口　義光 平11. 4.15歯   矯歯 小歯診療所
     三歯104 三戸郡階上町蒼前西七丁目９ー１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ０７２ (歯       1) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52727-3106-7 北村歯科医院 〒039-0141 0179-22-0320北村　和典 北村　和典 平12. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     三歯106 三戸郡三戸町大字川守田字沖中３常　勤:    1 新規 現存
     －２ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  52827-3108-3 松尾歯科医院 〒039-0135 0179-22-2963松尾　將之 松尾　將之 平14. 8. 1 診療所
     三歯108 三戸郡三戸町八日町５３－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52927-3114-1 医療法人　夏堀デンタ〒039-0802 0178-60-1111医療法人　夏堀デンタ渡辺　理平 平20. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     三歯114 ルクリニック　南部診三戸郡南部町大字苫米地字町中２常　勤:    2ルクリニック　理事長 組織変更 歯外 現存
     療所 ２ (歯       2)　夏堀　礼二 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53027-3115-8 ふなこし歯科医院 〒039-1501 0178-68-3530船越　朋輝 船越　朋輝 平21.11. 1歯   診療所
     三歯115 三戸郡五戸町大字上市川字高田８常　勤:    1 新規 現存
     番１ (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53127-3116-6 あこう歯科医院　階上〒039-1201 0178-89-2955医療法人　恵心会　理鈴木　啓之 平22. 7. 1歯   診療所
     三歯116 歯科診療所 三戸郡階上町大字道仏字榊山１０常　勤:    1事長　赤穂　和広 新規 現存
     番地２１５ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53227-3117-4 さとうデンタルクリニ〒039-0135 0179-22-1711佐藤　綾香 佐藤　綾香 平25. 4. 1歯   診療所
     三歯117 ック 三戸郡三戸町大字八日町１９－１常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53327-3118-2 イナムラ歯科医院 〒039-0502 0178-76-1717稲村　裕之 稲村　裕之 平25.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     三歯118 三戸郡南部町大字下名久井字如来常　勤:    1 新規 現存
     堂６番１０ (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53427-3121-6 松尾歯科 〒039-1536 0178-62-7055松尾　紘吾 松尾　紘吾 平26.11. 1歯   歯外 診療所
     三歯121 三戸郡五戸町字愛宕後２６－１４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53527-3122-4 中村歯科医院 〒039-0612 0178-75-0611中村　純子 中村　純子 平29. 3.16歯   診療所
     三歯122 三戸郡南部町大字剣吉字桜場１－常　勤:    1 交代 現存
     ４ (歯       1) 平29. 3.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


