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    101,3045,8 小松歯科医院 〒990-0828 023-643-8771小松　公博 小松　公博 昭43. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     山歯92 山形市双葉町２－６－１５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,3060,7 橋本歯科医院 〒990-0054 023-641-3515橋本　隆雄 橋本　隆雄 昭48. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     山歯114 山形市六日町５－２８ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,3064,9 矢萩歯科医院 〒990-0863 023-681-8429矢萩　真太郎 矢萩　真太郎 昭49. 7. 1歯   診療所
     山歯118 山形市江南１－２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,3071,4 医療法人豊田会本町歯〒990-0043 023-622-3837医療法人豊田会　理事菊地　敦子 昭51. 1. 1歯   矯歯 診療所
     山歯125 科診療所 山形市本町一丁目４番２６号 常　勤:    1長　菊地　博生 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,3078,9 結城歯科医院 〒990-2482 0236-45-3225結城　和生 結城　和生 昭52. 4. 1歯   診療所
     山歯130 山形市久保田３－７－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,3089,6 後藤歯科医院 〒990-2483 023-644-1814後藤　寛 後藤　寛 昭53. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     山歯141 山形市上町１－１３－１１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,3095,3 橋本歯科医院 〒990-0024 023-632-7416橋本　文成 橋本　文成 昭54. 4. 2歯   診療所
     山歯146 山形市あさひ町７－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,3096,1 森谷歯科医院 〒990-2444 0236-31-1148森谷　道憲 森谷　道憲 昭54. 5.15歯   診療所
     山歯147 山形市南四番町２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,3097,9 はやし歯科医院 〒990-0813 023-684-3744林　政俊 林　政俊 昭54. 6.15歯   小歯 矯歯診療所
     山歯148 山形市桧町４－３－１２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,3099,5 神尾歯科医院 〒990-0831 023-643-3332神尾　章 神尾　章 昭54.10. 1歯   診療所
     山歯150 山形市西田１－１－４２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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   1101,3100,1 高橋歯科医院 〒990-2161 023-686-2246高橋　秀康 高橋　秀康 昭54.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     山歯151 山形市大字漆山字念仏段１０９８常　勤:    2 新規 現存
     －１ (歯       1) 平27.12. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,3101,9 逸見歯科医院 〒990-0834 023-645-1548逸見　良平 逸見　良平 昭54.12.20歯   矯歯 小歯診療所
     山歯152 山形市清住町１－２－３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12.20
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,3108,4 鹿野歯科医院 〒990-0073 023-631-6868鹿野　八弥 鹿野　八弥 昭55. 7. 1歯   診療所
     山歯159 山形市大野目２－４－１０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,3109,2 さとう歯科 〒990-0881 023-684-5328佐藤　あつ子 佐藤　あつ子 昭55. 8. 1歯   診療所
     山歯160 山形市瀬波１－７－１８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,3110,0 太田歯科医院 〒990-2462 023-644-8686太田　貴志 太田　貴志 昭55. 9. 1歯   診療所
     山歯161 山形市深町２－４－１４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,3115,9 橋本歯科医院 〒990-0057 023-622-5868橋本　雅仁 橋本　雅仁 昭56. 8.11歯   小歯 矯歯診療所
     山歯166 山形市宮町４－２４－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,3118,3 小屋歯科医院 〒990-2492 0236-41-3433小屋　一成 小屋　一成 昭57. 5. 1歯   診療所
     山歯169 山形市鉄砲町一丁目４番３４号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,3125,8 伊藤歯科医院 〒990-0057 023-622-4140伊藤　正 伊藤　正 昭57.11.24歯   診療所
     山歯176 山形市宮町５－１０－４２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,3128,2 西村歯科医院 〒990-0031 0236-33-2705西村　修 西村　修 昭58. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     山歯177 山形市十日町３－１－４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,3130,8 渡辺歯科医院 〒990-0065 023-633-1717渡辺　歩 渡辺　歩 昭58. 6. 1歯   診療所
     山歯179 山形市双月町２－３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2101,3134,0 五十嵐歯科医院 〒990-0043 023-633-1377五十嵐　秀夫 五十嵐　秀夫 昭59. 2.15歯   診療所
     山歯183 山形市本町１－７－３１大二ビル常　勤:    2 新規 現存
     ３階 (歯       2) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,3136,5 小関歯科医院 〒990-0043 023-641-1742小関　陽一 小関　陽一 昭59. 5. 1歯   診療所
     山歯185 山形市本町２－３－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,3141,5 前田歯科医院 〒990-0813 023-684-0210前田　嘉一 前田　嘉一 昭59. 7.16歯   診療所
     山歯190 山形市桧町３－１－４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,3146,4 鈴木歯科医院 〒990-0825 0236-43-1818鈴木　正憲 鈴木　正憲 昭60. 4. 1歯   診療所
     山歯195 山形市城北町２－２－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,3148,0 加藤歯科医院 〒990-0067 023-624-3456加藤　市左エ門 加藤　市左エ門 昭60. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山歯197 山形市花楯１－２１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,3149,8 桜田斎藤歯科医院 〒990-2323 0236-41-2048斎藤　純一 斎藤　純一 昭60. 6. 1歯   診療所
     山歯198 山形市桜田東４－８－４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,3150,6 後藤歯科医院 〒990-0041 023-622-0829後藤　良之 後藤　良之 昭60. 5.24歯   診療所
     山歯199 山形市緑町１－７－９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,3156,3 ホワイト歯科医院 〒990-2321 023-631-4088斎藤　弘志 斎藤　弘志 昭61. 7. 1歯   診療所
     山歯205 山形市桜田西２－７－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,3160,5 藤原歯科医院 〒990-0023 023-624-4515藤原　研 藤原　研 昭62. 5. 1歯   矯歯 診療所
     山歯209 山形市松波４－５－１９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,3162,1 清水歯科医院 〒990-0861 023-684-6470清水　一衛 清水　一衛 昭62. 7. 1歯   診療所
     山歯211 山形市江俣４－１１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,3163,9 小白川加藤歯科医院 〒990-0021 023-624-5500加藤　克彦 加藤　克彦 昭62. 7. 1歯   診療所
     山歯212 山形市小白川町２－２－１２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
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   3201,3164,7 アルファ矯正歯科 〒990-0039 023-624-2328遠藤　隆一 遠藤　隆一 昭62. 8. 1矯歯 診療所
     山歯213 山形市香澄町３－１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,3165,4 徳光歯科医院 〒990-2482 023-645-5016徳光　義博 徳光　義博 昭62. 8.20歯   診療所
     山歯214 山形市久保田２－９－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,3167,0 宮田歯科医院 〒990-0831 023-644-8825宮田　一 宮田　一 昭62.12. 1歯   小歯 診療所
     山歯216 山形市西田二丁目１番８号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,3168,8 コスモ歯科クリニック〒990-0832 0236-44-1188豊田　博巳 豊田　博巳 昭63. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山歯217 城西 山形市城西町５－３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,3170,4 医療法人社団笹原歯科〒990-0061 023-631-8101医療法人社団笹原歯科笹原　則一 平元. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山歯219 医院 山形市五十鈴３－９－２３ 常　勤:    3医院　理事長　笹原　 新規 歯外 現存
     (歯       3)則一 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,3172,0 森歯科医院 〒990-0042 023-625-4060森　茂美 森　茂美 平元. 4. 1歯   診療所
     山歯221 山形市七日町１－２－４２ＴＡＮ常　勤:    1 新規 現存
     ６スクエア３Ｆ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,3173,8 庄司歯科医院 〒990-2463 023-644-3811庄司　裕克 庄司　裕克 平元. 7. 1歯   診療所
     山歯222 山形市富の中１－１２－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,3175,3 成瀬歯科クリニック 〒990-0023 023-625-2525成瀬　啓一 成瀬　啓一 平元. 8. 1歯   診療所
     山歯224 山形市松波２－１－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,3177,9 医療法人社団坂田歯科〒990-0032 023-631-0317医療法人社団坂田歯科坂田　謙 平元.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     山歯226 医院 山形市小姓町４－１０ 常　勤:    2医院　理事長　坂田　 新規 現存
     (歯       2)謙 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,3180,3 冨田歯科医院 〒990-0844 023-644-5757冨田　滋 冨田　滋 平 2. 1. 1歯   歯外 診療所
     山歯229 山形市西見田１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4201,3182,9 大森歯科医院 〒990-2231 023-686-2544土屋　一彦 土屋　一彦 平 2. 7. 1歯   診療所
     山歯231 山形市大字大森１０６３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,3184,5 小倉歯科医院 〒990-2447 023-633-6480小倉　俊彦 小倉　俊彦 平 3. 3. 1歯   診療所
     山歯233 山形市元木二丁目１０－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,3185,2 鈴木歯科医院 〒990-0034 0236-33-8241鈴木　清久 鈴木　清久 平 3. 4. 1歯   診療所
     山歯234 山形市東原町４－７－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,3188,6 国井歯科医院 〒990-2446 0236-32-7749国井　一好 国井　一好 平 3. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山歯237 山形市白山３－４－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,3191,0 久米井歯科医院 〒990-2423 023-634-3611久米井　卓郎 久米井　卓郎 平 4. 4. 1歯   診療所
     山歯239 山形市東青田１－１２－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,3192,8 斎藤憲歯科医院 〒990-0031 023-633-8020齋藤　憲生 齋藤　憲生 平 4. 4. 1歯   診療所
     山歯240 山形市十日町４－１－４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,3193,6 はやかわ歯科クリニッ〒990-2443 023-624-8241早川　徹 早川　徹 平 4. 8. 3歯   小歯 診療所
     山歯241 ク 山形市南三番町７－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,3194,4 大滝歯科医院 〒990-2435 023-625-4182大滝　洋 大滝　洋 平 4.11. 2歯   診療所
     山歯242 山形市青田４－９－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,3196,9 安田歯科医院 〒990-2435 023-641-6695医療法人光歯会　理事安田　直人 平 5. 2. 1歯   診療所
     山歯244 山形市青田１－１－１５ 常　勤:    1長　安田　直人 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,3199,3 五十嵐歯科クリニック〒990-0832 023-645-7171五十嵐　寛 五十嵐　寛 平 5. 6. 1歯   小歯 診療所
     山歯247 山形市城西町４－２０－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,3200,9 峯田歯科医院 〒990-0057 0236-24-4115峯田　雅裕 峯田　雅裕 平 5. 6.24歯   診療所
     山歯248 山形市宮町４－１６－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6.24
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   5301,3203,3 日下部歯科医院 〒990-0021 023-624-0077医療法人社団日下部歯日下部　孝 平 5. 9. 1歯   診療所
     山歯251 山形市小白川町５－３－１７ 常　勤:    1科医院　理事長　日下 新規 現存
     (歯       1)部　孝 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,3204,1 はらだ歯科クリニック〒990-2321 0236-35-1180原田　孝久 原田　孝久 平 5.10. 1歯   診療所
     山歯252 山形市桜田西２－６－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,3207,4 深瀬歯科医院 〒990-0062 0236-23-3718深瀬　啓之 深瀬　啓之 平 6.11. 1歯   小歯 診療所
     山歯255 山形市鈴川町３－１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,3209,0 医療法人社団坂下歯科〒990-2413 023-641-8888医療法人社団坂下歯科坂下　好一 平 7. 2. 1歯   診療所
     山歯257 医院 山形市南原町３－３－１ 常　勤:    1医院　理事長　坂下　 新規 現存
     (歯       1)好一 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,3210,8 沼澤歯科医院 〒990-0056 023-635-5454沼澤　孝典 沼澤　孝典 平 7. 5. 1歯   小歯 診療所
     山歯258 山形市錦町１１－１５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,3211,6 医療法人池野歯科医院〒990-0812 023-681-7171医療法人池野歯科医院池野　士功 平 7. 5. 1歯   診療所
     山歯259 山形市千歳２－１５－４ 常　勤:    1　理事長　池野　士功 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,3213,2 長崎歯科医院 〒990-0057 023-632-8814小見　明美 小見　明美 平 7. 8. 1歯   診療所
     山歯261 山形市宮町１－１０－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,3214,0 寺嶋歯科医院 〒990-0022 023-635-1766寺嶋　仁 寺嶋　仁 平 7. 9. 1歯   診療所
     山歯262 山形市東山形１－１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,3217,3 あさの歯科クリニック〒990-0810 023-681-4618浅野　智 浅野　智 平 8. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     山歯265 山形市馬見ケ崎２－１１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,3219,9 きくち歯科クリニック〒990-2323 023-624-4611菊池　みちよ 菊池　みちよ 平 9. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山歯267 山形市桜田東１－４－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
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   6301,3220,7 ソフィア歯科 〒990-2431 023-624-5630大久保　久美子 大久保　久美子 平 9. 5. 1歯   矯歯 診療所
     山歯268 山形市松見町５番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,3225,6 小林歯科医院 〒990-0042 023-622-3536医療法人社団済北会　小林　伸之 平10.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     山歯273 山形市七日町１－４－５９ 常　勤:    1理事長　小林　廣之 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,3226,4 小林矯正歯科医院 〒990-0042 023-625-6989医療法人社団済北会　小林　廣之 平10.12. 1矯歯 診療所
     山歯274 山形市七日町１－４－５９ 常　勤:    1理事長　小林　廣之 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,3227,2 早坂歯科クリニック 〒990-0031 023-632-2777早坂　暢洋 早坂　暢洋 平11. 1. 4歯   診療所
     山歯275 山形市十日町３－１０－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,3228,0 佐々木歯科医院 〒990-2313 023-688-8148医療法人社団佐々木歯佐々木　英夫 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     山歯276 山形市大字松原１３７－１３ 常　勤:    4科医院　理事長　佐々 組織変更 現存
     (歯       4)木　英夫 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,3231,4 五十鈴歯科診療所 〒990-0061 023-624-1000医療法人豊田会　理事家塚　雄一 平11. 5. 1歯   診療所
     山歯279 山形市五十鈴３－２－１５ 常　勤:    1長　菊地　博生 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,3232,2 布施歯科医院 〒990-2305 023-688-8180吉田　敏幸 吉田　敏幸 平11. 6. 1歯   小歯 診療所
     山歯280 山形市蔵王半郷１１３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,3233,0 東原はしもと歯科 〒990-0034 023-633-5454橋本　隆之 橋本　隆之 平11. 8. 2歯   矯歯 小歯診療所
     山歯281 山形市東原町３－３－４３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,3234,8 長岡歯科医院 〒990-0021 023-631-8668長岡　圭亮 長岡　圭亮 平11.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     山歯282 山形市小白川町１－２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,3235,5 あかねヶ丘・齋藤歯科〒990-2481 023-645-5155齋藤　純一 齋藤　純一 平11.12. 1歯   診療所
     山歯283 医院 山形市あかねケ丘二丁目１５番５常　勤:    1 移転 現存
     ０号 (歯       1) 平29.12. 1
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   7301,3237,1 くつざわ歯科医院 〒990-2339 689-0648 安藤　伸武 安藤　伸武 平12.10. 2歯   診療所
     山歯285 山形市成沢西５－５－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,3238,9 遠藤歯科医院 〒990-2453 023-685-8338遠藤　裕一 遠藤　裕一 平13. 1. 4歯   歯外 診療所
     山歯286 山形市若宮１－６－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,3242,1 メイプル歯科クリニッ〒990-2453 023-646-1370押切　邦中 押切　邦中 平13. 4. 2歯   小歯 診療所
     山歯290 ク 山形市若宮３－７－８イオン山形常　勤:    1 新規 現存
     南店２階 (歯       1) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,3245,4 有泉歯科医院 〒990-2413 626-2772 有泉　実 有泉　実 平13. 4. 1歯   診療所
     山歯293 山形市南原町３ー１４ー２０ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,3248,8 やまだ歯科医院 〒990-2339 695-4182 山田　伸一郎 山田　伸一郎 平13.10. 1歯   診療所
     山歯296 山形市成沢西２－９－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,3251,2 冨田歯科医院錦町 〒990-0056 623-1184 医療法人社団冨田会　冨田　良太郎 平13.11. 1歯   小歯 診療所
     山歯299 山形市錦町１５－３７ 常　勤:    2理事長　冨田　良太郎 交代 現存
     (歯       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,3253,8 緑町斎藤歯科医院 〒990-0041 622-0303 斎藤　直之 斎藤　直之 平14. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     山歯301 山形市緑町２－１２－４５ 常　勤:    3 移転 矯歯 現存
     (歯       3) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,3255,3 デンタランドこばやし〒990-2322 023-629-6480小林　幸一 小林　幸一 平14. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     山歯303 歯科 山形市桜田南１３－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,3257,9 しのだ歯科医院 〒990-2482 647-5022 篠田　正裕 篠田　正裕 平14.10. 1歯   診療所
     山歯305 山形市久保田１－８－１４－２号常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,3258,7 楡の木歯科医院 〒990-0057 615-6874 會田　晃由 會田　晃由 平15. 1. 6歯   小歯 歯外診療所
     山歯306 山形市宮町４－６－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,3259,5 青山歯科医院 〒990-2161 023-612-0814医療法人社団青山歯科青山　登 平15. 3. 1歯   診療所
     山歯307 山形市大字漆山２４４７－９ 常　勤:    2医院　理事長　青山　 組織変更 現存
     (歯       2)登 平27. 3. 1
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   8401,3262,9 三浦歯科医院 〒990-2461 023-645-2733三浦　祐司 三浦　祐司 平15. 6. 2歯   診療所
     山歯310 山形市南館１－８－３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平27. 6. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,3264,5 竹田歯科医院 〒990-0067 023-615-3323竹田　剛 竹田　剛 平16. 2. 2歯   小歯 歯外診療所
     山歯312 山形市花楯２－１－４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,3265,2 平沢歯科医院 〒990-2483 023-644-1180平沢　昌二 平沢　昌二 平16. 2. 2歯   小歯 診療所
     山歯313 山形市上町５－９－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,3266,0 さとみ矯正歯科クリニ〒990-0039 023-632-9553医療法人社団木の実会里見　優 平16. 2.17歯   矯歯 診療所
     山歯314 ック 山形市香澄町２－９－１９ 常　勤:    1　理事長　里見　優 移転 現存
     (歯       1) 平28. 2.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,3268,6 さくま歯科医院 〒990-0042 023-627-4618佐久間　優 佐久間　優 平16. 6. 1歯   小歯 診療所
     山歯316 山形市七日町４－４－３９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,3269,4 あいおい歯科クリニッ〒990-0055 023-635-4618黒田　裕人 黒田　裕人 平16. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     山歯317 ク 山形市相生町６－３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,3271,0 牧野歯科医院 〒990-0829 023-645-3772鬼頭　仁美 鬼頭　仁美 平16.10.28歯   矯歯 小歯診療所
     山歯319 山形市五日町７－１０ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平28.10.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,3273,6 すまいる歯科 〒990-0832 023-647-6323中鉢　智彦 中鉢　智彦 平17. 5. 2歯   小歯 歯外診療所
     山歯321 山形市城西町２丁目１０－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,3274,4 さなだ歯科クリニック〒990-0039 023-641-3748眞田　幸英 眞田　幸英 平17. 6. 1歯   小歯 診療所
     山歯322 山形市香澄町２丁目１１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9301,3275,1 さいとう矯正歯科 〒990-2339 023-688-8887齋藤　壽彦 齋藤　壽彦 平17. 7. 1矯歯 歯   診療所
     山歯323 山形市成沢西一丁目５－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,3277,7 小松歯科医院 〒990-0025 023-632-2433小松　文明 小松　文明 平17.11. 9歯   小歯 診療所
     山歯325 山形市あこや町３－９－１０ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平29.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,3278,5 もとさわ歯科 〒990-2363 023-688-2201相原　康弘 相原　康弘 平18. 1. 4歯   小歯 診療所
     山歯326 山形市長谷堂字御手作４４４２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,3280,1 さとう歯科クリニック〒990-0832 023-645-5555医療法人さとう歯科ク佐藤　元 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     山歯328 山形市城西町２－１－５ 常　勤:    1リニック　理事長　佐 組織変更 現存
     (歯       1)藤　元 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,3281,9 南館歯科クリニック 〒990-2461 023-644-0018木村　正憲 木村　正憲 平18. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山歯329 山形市南館３－２１－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,3283,5 高田歯科医院 〒990-0054 023-622-1958高田　元 高田　元 平18. 9.19歯   小歯 診療所
     山歯331 山形市六日町１ー３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 9.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,3284,3 ファミリー歯科原医院〒990-0031 023-622-3898原　健一 原　健一 平18.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山歯332 山形市十日町２－１－２０ 常　勤:    1 移転 歯外 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,3285,0 高木歯科医院 〒990-0031 023-625-5825高木　幸人 高木　幸人 平18.12.20歯   歯外 診療所
     山歯333 山形市十日町１－２－３０－２０常　勤:    1 移転 現存
     ２ (歯       1) 平24.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,3287,6 たちばな歯科クリニッ〒990-0831 023-646-0648橘　英弘 橘　英弘 平19. 5. 1歯   診療所
     山歯335 ク 山形市西田３－１１－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,3288,4 よしはら歯科医院 〒990-2453 023-685-8741医療法人社団よしはら石山　富士雄 平19. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     山歯336 山形市若宮３－１－２２ 常　勤:    3歯科医院　理事長　石 組織変更 現存
     (歯       3)山　富士雄 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10301,3289,2 あらい歯科医院 〒990-2447 023-641-6080荒井　芳博 荒井　芳博 平19. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     山歯337 山形市元木１－１０－６２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,3292,6 沼木大沼歯科医院 〒990-2472 023-643-1510大沼　典男 大沼　典男 平20. 1. 4歯   診療所
     山歯339 山形市明神前３２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,3293,4 医療法人社団青嵐会　〒990-0047 023-642-1818医療法人社団青嵐会　後藤　安史 平20. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山歯340 ごとう歯科・矯正歯科山形市旅篭町三丁目５－４ 常　勤:    1理事長　後藤　安史 組織変更 歯外 現存
     クリニック (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,3294,2 橋本歯科医院 〒990-0041 023-623-0476雪ノ浦　康子 雪ノ浦　康子 平20. 1.27歯   診療所
     山歯341 山形市緑町一丁目９－２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 1.27
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,3295,9 江良歯科医院 〒990-0075 023-642-1184江良　謙次 江良　謙次 平20. 4. 1歯   歯外 診療所
     山歯342 山形市落合町字二口２０３－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,3297,5 青木歯科医院 〒990-2463 023-647-2250青木　和彦 青木　和彦 平20.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     山歯344 山形市富の中四丁目６番３５号 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,3298,3 大泉歯科クリニック 〒990-0832 023-666-7340医療法人社団至誠会　大泉　博史 平21. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     山歯345 山形市城西町五丁目２９番１１号常　勤:    1理事長　大泉　晴史 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,3299,1 大沼歯科医院 〒990-0811 023-684-6510大沼　智之 大沼　智之 平21. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     山歯346 山形市長町２－４－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,3300,7 新田歯科医院 〒990-2316 023-689-1145医療法人社団新田歯科新田　茂夫 平21. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     山歯347 山形市大字片谷地字東裏３９９番常　勤:    3医院　理事長　新田　 移転 矯歯 現存
     ８号 (歯       3)茂夫 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,3301,5 堀歯科クリニック 〒990-0823 023-645-1234堀　樹 堀　樹 平21. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     山歯348 山形市下条町２丁目４－１３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 5. 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［山形県］

［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

  11301,3302,3 あやこ歯科医院 〒990-0878 023-682-8241工藤　理子 工藤　理子 平21. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山歯349 山形市内表東２９１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,3304,9 小林歯科診療所 〒990-0031 023-632-8089小林　美知子 小林　美知子 平22. 3. 5歯   小歯 診療所
     山歯351 山形市十日町３丁目２－４５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,3305,6 あこや町ゆうきデンタ〒990-0025 023-633-2317結城　光隆 結城　光隆 平22. 5. 1歯   小歯 診療所
     山歯352 ルクリニック 山形市あこや町一丁目２番１５号常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,3307,2 みちのく政宗デンタル〒990-2484 023-673-9422医療法人鳳珠会　理事戸田　ゆう子 平22. 6. 5歯   小歯 歯外診療所
     山歯354 クリニック山形診療所山形市篭田３－２－５グランディ常　勤:    2長　正井　佑典 組織変更 矯歯 現存
     ールＹ２階 (歯       2) 平28. 6. 5
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,3308,0 江俣ささはら歯科クリ〒990-0861 023-681-8884笹原　将則 笹原　将則 平22.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山歯355 ニック 山形市江俣１－１０－１０ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,3309,8 さくら歯科クリニック〒990-0021 023-634-0018髙橋　友二 髙橋　友二 平23. 1.24歯   小歯 歯外診療所
     山歯356 山形市小白川町１－１６－３３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,3310,6 今野歯科医院 〒990-0822 023-645-4521今野　順彦 今野　順彦 平23. 3.11歯   小歯 診療所
     山歯357 山形市北山形１－２－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,3311,4 ひのき町歯科 〒990-0813 023-666-6818髙丸　宏 髙丸　宏 平23. 5. 1歯   診療所
     山歯358 山形市桧町二丁目１１－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,3312,2 山形市歯科医師会休日〒990-0039 023-629-9988一般社団法人山形市歯小関　陽一 平23. 9. 1歯   診療所
     山歯359 救急歯科診療所 山形市香澄町二丁目９－３９ 常　勤:    1科医師会　会長　斎藤 移転 現存
     (歯       1)　弘志 平29. 9. 1
     非常勤:   20
     (歯      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,3313,0 四葉こども歯科 〒990-0031 023-687-0648原　一惠 原　一惠 平24. 6. 1小歯 歯   矯歯診療所
     山歯360 山形市十日町二丁目１番４２号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
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  12301,3315,5 タクヤデンタルクリニ〒990-0885 023-681-4182医療法人彩優会　理事野川　世理子 平25. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山歯362 ック 山形市嶋北四丁目２番３３号 常　勤:    1長　佐々木　琢哉 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,3317,1 鈴木歯科クリニック 〒990-2445 023-626-1855医療法人社団鈴木歯科鈴木　喜之 平25. 4. 1歯   矯歯 診療所
     山歯364 山形市南栄町１丁目３番３３号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)鈴木　喜之 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,3319,7 ひまわりデンタルクリ〒990-2473 023-644-2825医療法人社団成原歯科大浪　美正 平25. 6. 1歯   診療所
     山歯366 ニック 山形市松栄１－２－３１ 常　勤:    3医院　理事長　成原　 新規 現存
     (歯       3)雅道 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,3320,5 冨田歯科西高前医院 〒990-2493 023-664-2201医療法人社団冨田会　冨田　祥子 平25. 6. 1歯   小歯 診療所
     山歯367 山形市美畑町４番２９号 常　勤:    2理事長　冨田　良太郎 新規 現存
     (歯       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,3323,9 坂本デンタルオフィス〒990-0861 023-682-8214坂本　伸寛 坂本　伸寛 平25.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山歯370 山形市江俣五丁目８－８ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,3324,7 橋本歯科医院 〒990-2432 023-622-3332橋本　紀洋 橋本　紀洋 平26. 4. 1歯   歯外 診療所
     山歯371 山形市荒楯町一丁目４番１０号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,3326,2 かいわ歯科クリニック〒990-2481 023-644-1730貝和　隆史 貝和　隆史 平26.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     山歯373 山形市あかねケ丘１－１－４ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,3327,0 十日町デンタルクリニ〒990-0031 023-664-2700平　賢久 平　賢久 平27. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     山歯374 ック 山形市十日町２丁目２－５１レモ常　勤:    1 新規 現存
     ンハイツ１－Ｂ (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,3328,8 東青田なりはら歯科医〒990-2423 023-674-0442医療法人社団成原歯科成原　雅道 平28. 4. 1歯   診療所
     山歯375 院 山形市東青田三丁目７－２０ 常　勤:    1医院　理事長　成原　 新規 現存
     (歯       1)雅道 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
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  13201,3329,6 仁歯科医院 〒990-2413 023-641-8148医療法人豊田会　理事菊地　昭仁 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山歯376 山形市南原町１－２０－２０ 常　勤:    1長　菊地　博生 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,3330,4 あこや佐藤歯科医院 〒990-0025 023-641-5801佐藤　敦彦 佐藤　敦彦 平28. 4. 5歯   診療所
     山歯377 山形市あこや町２丁目１５－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,3331,2 Ｔ’ｓ　ＤＥＮＴＡＬ〒990-0886 医療法人彩優会　理事佐々木　琢哉 平28. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     山歯378 　ＯＦＦＩＣＥ 山形市嶋南二丁目１３番１８号 常　勤:    2長　佐々木　琢哉 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,3333,8 いわぬま歯科クリニッ〒990-0039 023-641-7742岩沼　治 岩沼　治 平29. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     山歯380 ク 山形市香澄町３－２－１　山交ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル８Ｆ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,3334,6 穂積歯科医院 〒990-0039 023-632-4865穂積　英樹 穂積　英樹 平29.10. 1歯   診療所
     山歯381 山形市香澄町二丁目８－２１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,3335,3 なりさわ歯科クリニッ〒990-2339 023-688-8217医療法人社団宝樹会　土屋　瞬 平30. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     山歯382 ク 山形市成沢西一丁目６－４８ 常　勤:    2理事長　佐藤　弘樹 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,3336,1 永田歯科医院 〒990-2313 023-688-2230永田　良春 永田　良春 平30. 2.16歯   診療所
     山歯383 山形市松原３０３－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 2.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,3337,9 あきらデンタル・クリ〒990-0810 023-682-6480医療法人ハッピー会　隠明寺　亮 平30. 5.12歯   矯歯 小歯診療所
     山歯384 ニック 山形市馬見ケ崎１－２－３ 常　勤:    1理事長　隠明寺　亮 移転 現存
     (歯       1) 平30. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14004,3025,4 五十嵐歯科医院 〒992-0031 0238-22-1121五十嵐　栄 五十嵐　栄 昭51. 7.15歯   診療所
     米歯117 米沢市大町３－１－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14104,3028,8 中條歯科医院 〒992-0045 0238-24-2085中條　良文 中條　良文 昭52. 4.15歯   診療所
     米歯120 米沢市中央５－２－４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.15
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  14204,3029,6 伊藤歯科医院 〒992-0031 0238-23-1538伊藤　脩 伊藤　脩 昭53. 1. 1歯   診療所
     米歯121 米沢市大町３－５－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14304,3033,8 林歯科医院 〒992-0027 0238-22-8148林　隆一 林　隆一 昭56.12. 1歯   診療所
     米歯125 米沢市駅前二丁目１番３０号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14404,3036,1 近野歯科医院 〒992-0039 0238-23-1187近野　茂安 近野　茂安 昭57.10. 1歯   診療所
     米歯127 米沢市門東町２－８－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14504,3037,9 足立歯科医院 〒992-0012 0238-23-4182足立　幸一郎 足立　幸一郎 昭57.10. 1歯   診療所
     米歯128 米沢市金池３－２－１４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14604,3040,3 長谷部歯科医院 〒992-0044 0238-22-8110長谷部　雅之 長谷部　雅之 昭59.11.15歯   診療所
     米歯131 米沢市春日５－２－４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14704,3041,1 渡部歯科医院 〒992-0051 0238-21-1610渡部　恒久 渡部　恒久 昭60. 6. 1歯   診療所
     米歯132 米沢市城北１－２－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14804,3042,9 高橋歯科医院 〒992-0056 0238-23-8888高橋　誠 高橋　誠 昭60.10.15歯   診療所
     米歯133 米沢市直江町６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14904,3044,5 仁科歯科医院 〒992-0045 0238-21-5838仁科　光雄 仁科　光雄 昭62. 4. 1歯   診療所
     米歯135 米沢市中央６－１－２１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15004,3046,0 金子歯科医院 〒992-0051 0238-23-0909金子　成一 金子　成一 平 2. 1. 1歯   診療所
     米歯137 米沢市城北１－２－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15104,3048,6 春日歯科医院 〒992-0044 0238-22-3030鈴木　友一 鈴木　友一 平 4. 4. 1歯   診療所
     米歯139 米沢市春日２－４－５９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15204,3049,4 米沢ファミリー歯科・〒992-0037 0238-21-5533医療法人大峡歯科医院大峡　潤 平 5. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     米歯140 矯正歯科 米沢市本町３－１－４３ 常　勤:    1　理事長　大峡　潤 新規 現存
     (歯       1) 平29. 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［山形県］

［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    16 頁

  15304,3050,2 医療法人平間歯科医院〒992-0054 0238-23-8148医療法人平間歯科医院平間　和広 平 6.10. 1歯   診療所
     米歯141 米沢市城西４－１－２６ 常　勤:    1　理事長　平間　和広 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15404,3051,0 村山歯科医院 〒992-0025 0238-23-8640村山　敏明 村山　敏明 平 7. 9. 1歯   診療所
     米歯142 米沢市通町６－１１－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15504,3052,8 医療法人三條歯科医院〒992-0038 0238-23-2206医療法人三條歯科医院三條　貞夫 平 8. 2. 1歯   診療所
     米歯143 米沢市城南１－５－１４ 常　勤:    1　理事長　三條　貞夫 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15604,3057,7 明星歯科医院 〒992-0012 0238-26-5255星　泰文 星　泰文 平11. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     米歯148 米沢市金池５丁目１１番６２号 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15704,3058,5 あさひ歯科医院 〒992-0032 0238-24-0118鈴木　基 鈴木　基 平12. 4. 1歯   診療所
     米歯149 米沢市相生町７－６１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15804,3061,9 わたなべ矯正歯科医院〒992-0045 0238-26-7373渡部　宏一 渡部　宏一 平14. 5. 1矯歯 診療所
     米歯152 米沢市中央７－５－３－２号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15904,3062,7 もり歯科医院 〒992-0057 0238-26-6406医療法人社団啓好会　森　啓治 平14.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     米歯153 米沢市成島町２－１－３５ 常　勤:    1理事長　森　啓治 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16004,3065,0 万世歯科クリニック 〒992-1123 0238-28-0820満田　隆之 満田　隆之 平16. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     米歯156 米沢市万世町桑山４６１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16104,3073,4 中川歯科医院 〒992-0045 0238-23-2062医療法人中川歯科医院中川　正晴 平19. 5. 1歯   診療所
     米歯164 米沢市中央１－３－２３ 常　勤:    1　理事長　中川　正晴 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16204,3074,2 中川デンタルクリニッ〒992-0003 0238-37-3311医療法人中川歯科医院中川　隆伸 平19.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     米歯165 ク 米沢市窪田町窪田２０３－３ 常　勤:    2　理事長　中川　正晴 新規 現存
     (歯       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16304,3079,1 プリリー歯科クリニッ〒992-0053 0238-22-4182山田　雄大 山田　雄大 平23. 8. 1歯   小歯 診療所
     米歯170 ク 米沢市松が岬２丁目１－５３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16404,3080,9 医療法人社団喜六会み〒992-0045 0238-24-2418医療法人社団喜六会み遠藤　浩 平24. 5. 1歯   診療所
     米歯171 わき歯科クリニック 米沢市中央６丁目１番１５号 常　勤:    2わき歯科クリニック　 組織変更 現存
     (歯       2)理事長　遠藤　浩 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16504,3082,5 鈴木歯科医院 〒992-0052 0238-23-0370鈴木　一則 鈴木　一則 平25. 2.16歯   診療所
     米歯173 米沢市丸の内一丁目１番８１号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 2.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16604,3083,3 やまざき歯科医院 〒992-0022 0238-21-6480山﨑　宙 山﨑　宙 平25. 4. 2歯   小歯 歯外診療所
     米歯174 米沢市花沢町２７１５－７ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16704,3084,1 くまの歯科医院 〒992-0047 0238-40-8600医療法人くまの医院　熊野　裕仁 平25. 9. 1歯   小歯 診療所
     米歯175 米沢市徳町４０４番１ 常　勤:    1理事長　熊野　仁昌 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16804,3085,8 たいら歯科医院 〒992-0012 0238-40-8404平　幸雄 平　幸雄 平26. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     米歯176 米沢市金池５丁目１０－４Ｓ＆Ｒ常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16904,3086,6 漆山歯科医院 〒992-0026 0238-23-4840漆山　芙美子 漆山　芙美子 平26. 7. 1歯   診療所
     米歯177 米沢市東３丁目６－３５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17004,3087,4 笹生歯科医院 〒992-0017 0238-21-0331笹生　一嘉 笹生　一嘉 平27. 7. 1歯   小歯 診療所
     米歯178 米沢市桜木町１－５３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17104,3088,2 ながまち歯科医院 〒992-0044 0238-22-5118仁平　貴子 仁平　貴子 平28. 1. 1歯   小歯 診療所
     米歯179 米沢市春日２－１３－１６ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
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  17204,3089,0 レインボー歯科医院 〒992-0023 0238-26-1182医療法人社団栄虹会　安藤　栄吾 平28. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     米歯180 米沢市下花沢二丁目７番３２－６常　勤:    1理事長　安藤　栄吾 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17304,3091,6 りんせんじ歯科 〒992-0062 0238-21-6487医療法人社団　泉優会松岡　勲 平30. 4. 1歯   診療所
     米歯182 米沢市林泉寺２－２－２３－１ 常　勤:    1　理事長　松岡　勲 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17407,3009,1 毛呂歯科医院 〒997-0033 0235-22-1117毛呂　千鶴夫 毛呂　千鶴夫 昭32.10.16歯   小歯 歯外診療所
     鶴歯25 鶴岡市泉町８－１４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17507,3071,1 今井歯科医院 〒997-0044 0235-25-2080今井　隆 今井　隆 昭59.11. 1歯   小歯 診療所
     鶴歯117 鶴岡市新海町１１－３３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17607,3076,0 小笠原歯科医院 〒997-0031 0235-25-2361小笠原　克昌 小笠原　克昌 昭61.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鶴歯122 鶴岡市錦町１６－１０ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17707,3077,8 歯科黒谷クリニック 〒997-0032 0235-22-4182黒谷　知子 黒谷　知子 昭61.12.15歯   矯歯 小歯診療所
     鶴歯123 鶴岡市上畑町５－２７ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17807,3078,6 前田歯科医院 〒997-0838 0235-24-8085前田　享一 前田　享一 昭62. 5. 1歯   診療所
     鶴歯124 鶴岡市淀川町７－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17907,3081,0 堀川歯科医院 〒997-0826 0235-25-1220堀川　則仁 堀川　則仁 昭62.10. 1歯   診療所
     鶴歯127 鶴岡市美原町１３－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18007,3082,8 歯科家中新町クリニッ〒997-0036 0235-24-5151阿部　真裕 阿部　真裕 昭63. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鶴歯128 ク 鶴岡市家中新町１５－３９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18107,3084,4 白幡歯科医院 〒997-0838 0235-23-4180白幡　芳浩 白幡　芳浩 平元.10. 1歯   小歯 診療所
     鶴歯135 鶴岡市淀川町１９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18207,3085,1 医療法人谷屋谷家歯科〒997-0029 0235-22-8312医療法人谷屋　理事長林　秀和 平元.10. 1歯   診療所
     鶴歯136 鶴岡市日吉町１１－２１ 常　勤:    1　川内　一浩 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18307,3087,7 石黒歯科・矯正歯科医〒997-0034 0235-24-8111医療法人社団敬愛会　石黒　慶史 平元.10. 1歯   診療所
     鶴歯138 院 鶴岡市本町１－５－２５ 常　勤:    3理事長　石黒　慶一 新規 現存
     (歯       3) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18407,3088,5 大沼歯科医院 〒997-0022 0235-25-8148大沼　斉 大沼　斉 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     鶴歯139 鶴岡市切添町２２－５６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18507,3089,3 ふみぞの歯科・矯正歯〒997-0816 0235-25-8118荻原　聡 荻原　聡 平 3. 4. 1矯歯 歯   小歯診療所
     鶴歯140 科 鶴岡市文園町３－６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18607,3092,7 みどり町澤田歯科医院〒997-0046 0235-25-1444澤田　正文 澤田　正文 平 3.10. 1歯   小歯 診療所
     鶴歯142 鶴岡市みどり町３２－５８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18707,3093,5 医療法人泉会サトウシ〒997-0028 0235-22-0810医療法人泉会　サトウ鶴町　惠理 平 4. 1. 1歯   診療所
     鶴歯143 カ 鶴岡市山王町７－２１ 常　勤:    1シカ　理事長　鶴町　 新規 現存
     (歯       1)保 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18807,3096,8 小林歯科医院 〒997-0034 0235-22-0088医療法人青陽会　理事小林　千晃 平 6. 1. 1歯   歯外 診療所
     鶴歯146 鶴岡市本町１－６－２９ 常　勤:    2長　小林　千晃 新規 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18907,3097,6 池上歯科医院 〒997-0029 0235-22-1383医療法人池上歯科医院池上　正記 平 6.10. 1歯   診療所
     鶴歯147 鶴岡市日吉町８－４ 常　勤:    1　理事長　池上　正記 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19007,3098,4 あかざわ歯科医院 〒997-0832 0235-25-6480赤澤　仁 赤澤　仁 平 7. 5. 1歯   診療所
     鶴歯148 鶴岡市青柳町４２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19107,3099,2 美原歯科医院 〒997-0826 0235-25-1518医療法人青陽会　理事小林　丈士 平 8. 5. 1歯   診療所
     鶴歯149 鶴岡市美原町５－４１ 常　勤:    1長　小林　千晃 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
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  19207,3100,8 武田歯科医院 〒997-0018 0235-25-0780武田　洋一 武田　洋一 平 8.10. 1歯   小歯 診療所
     鶴歯150 鶴岡市茅原町２８－１５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19307,3101,6 清野歯科医院 〒997-0817 0235-24-0808清野　肇 清野　肇 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     鶴歯151 鶴岡市睦町６ー１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19407,3102,4 石田歯科医院 〒997-0861 0235-25-2631石田　聡 石田　聡 平 9. 8. 1歯   診療所
     鶴歯152 鶴岡市桜新町３－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19507,3104,0 荻原歯科診療所 〒997-0035 0235-22-1497荻原　久 荻原　久 平 9.12. 9歯   診療所
     鶴歯154 鶴岡市馬場町７－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19607,3106,5 富樫歯科医院 〒997-1124 0235-33-4618富樫　正樹 富樫　正樹 平10.10. 1歯   歯外 診療所
     鶴歯156 鶴岡市大山３－１０－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19707,3107,3 大平歯科医院 〒999-7463 0235-73-2226大平　敦郎 大平　敦郎 平11. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     鶴歯157 鶴岡市三瀬字宮ノ前１８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19807,3108,1 迎田歯科医院 〒997-0034 0235-22-0027迎田　健 迎田　健 平11. 4. 1歯   小歯 診療所
     鶴歯158 鶴岡市本町２－１４－２５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19907,3110,7 協立歯科クリニック 〒997-0824 0235-25-9630医療生活協同組合やま菊地　大樹 平12. 1. 4歯   診療所
     鶴歯160 鶴岡市日枝字海老島１５９－１ 常　勤:    2がた　理事長　佐藤　 新規 現存
     (歯       2)満雄 平30. 1. 4
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20007,3111,5 医療法人社団　よしず〒997-0812 0235-28-1155医療法人社団よしずみ吉住　明雄 平15. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鶴歯161 み歯科医院 鶴岡市長者町４－１０ 常　勤:    1歯科医院　理事長　吉 組織変更 現存
     (歯       1)住　明雄 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20107,3112,3 医療法人社団五十嵐歯〒997-0817 0235-25-2655医療法人社団五十嵐歯五十嵐　靖 平15. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鶴歯162 科医院 鶴岡市睦町１７－５ 常　勤:    4科医院　理事長　五十 組織変更 歯外 現存
     (歯       4)嵐　靖 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  20207,3113,1 石井歯科医院 〒997-0857 0235-28-2536石井　礼仁 石井　礼仁 平15. 5. 1 診療所
     鶴歯163 鶴岡市美咲町２４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20307,3115,6 石田おさむ歯科医院 〒997-0816 0235-22-7028石田　修 石田　修 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     鶴歯165 鶴岡市文園町４－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20407,3120,6 笹花常世歯科医院 〒999-7601 0235-64-2500常世　恵美子 常世　恵美子 昭60.10. 1歯   診療所
     鶴歯170 鶴岡市藤島字笹花４２－５７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20507,3122,2 佐藤歯科医院 〒997-0341 0235-57-5518佐藤　正知 佐藤　正知 平10. 1. 5歯   診療所
     鶴歯172 鶴岡市下山添字中通４４－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20607,3123,0 佐藤歯科診療所 〒997-0126 0235-62-2164医療法人考歯会　理事佐藤　恒雄 平13. 4. 1歯   診療所
     鶴歯173 鶴岡市羽黒町野荒町字水上３０－常　勤:    2長　佐藤　恒雄 組織変更 現存
     ２ (歯       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20707,3125,5 寺尾歯科医院 〒999-7204 0235-43-2039寺尾　萬里子 寺尾　萬里子 昭61. 6.16歯   診療所
     鶴歯175 鶴岡市湯温海甲２２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20807,3126,3 鼠ケ関番場歯科医院 〒999-7126 0235-44-2200番場　一郎 番場　一郎 平13. 8. 1歯   診療所
     鶴歯176 鶴岡市鼠ケ関乙１３６－３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20907,3128,9 石黒歯科医院 〒997-0029 0235-22-0436医療法人石黒歯科医院石黒　豊 平17.10. 1歯   診療所
     鶴歯178 鶴岡市日吉町８番６号 常　勤:    1　理事長　石黒　豊 組織変更 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21007,3129,7 大井歯科医院 〒997-0034 0235-64-0341医療法人社団慶友会大大井　篤 平18. 5. 1歯   診療所
     鶴歯179 鶴岡市本町１－４－８ 常　勤:    1井デンタルオフィス　 組織変更 現存
     (歯       1)理事長　大井　篤 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21107,3130,5 フレンド歯科クリニッ〒997-0035 0235-26-7500医療法人雄心会　理事伊藤　友彦 平18. 9. 1歯   診療所
     鶴歯180 ク 鶴岡市馬場町７ー２８ 常　勤:    1長　伊藤　茂彦 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
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  21207,3134,7 赤澤歯科診療所 〒997-0411 0235-53-2294赤澤　仁 赤澤　仁 平19. 3.16歯   診療所
     鶴歯184 鶴岡市熊出東村５ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平25. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21307,3135,4 林歯科医院 〒997-0151 0235-62-2159林　仁 林　仁 平20. 4.25歯   診療所
     鶴歯185 鶴岡市羽黒町黒瀬字黒瀬１６３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 4.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21407,3136,2 長岡歯科クリニック 〒997-0017 0235-35-0801長岡　真一 長岡　真一 平20. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     鶴歯186 鶴岡市大宝寺字日本国３７８－３常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21507,3139,6 鶴岡市休日歯科診療所〒997-0033 0235-23-0376鶴岡市　鶴岡市長 毛呂　光一 平22. 4. 1歯   診療所
     鶴歯189 鶴岡市泉町５番３０号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:   58
     (歯      58)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21607,3140,4 ほんま歯科クリニック〒997-0161 0235-64-0348医療法人ルミエール　本間　済 平23. 3.29歯   小歯 歯外診療所
     鶴歯190 鶴岡市羽黒町押口字川端４２－３常　勤:    2理事長　本間　済 組織変更 矯歯 現存
     ９ (歯       2) 平29. 3.29
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21707,3141,2 さいとう歯科医院 〒997-0346 0235-57-4320齋藤　知也 齋藤　知也 平23. 8. 1歯   小歯 診療所
     鶴歯191 鶴岡市上山添字神明前１３７番地常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21807,3142,0 大塚町歯科クリニック〒997-0047 0235-33-8461大瀧　信 大瀧　信 平24. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     鶴歯192 鶴岡市大塚町２７番２８号 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21907,3143,8 岡部歯科診療所 〒997-0034 0235-22-0572医療法人岡部歯科診療岡部　秋彦 平28. 1. 1歯   診療所
     鶴歯193 鶴岡市本町三丁目１３番２３号 常　勤:    1所　理事長　岡部　秋 組織変更 現存
     (歯       1)彦 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22007,3144,6 平林歯科医院 〒997-0811 0235-22-0769小野　正博 小野　正博 平27.12.25歯   診療所
     鶴歯194 鶴岡市神明町７－３２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22107,3145,3 斎藤歯科クリニック 〒997-0042 0235-25-0566齋藤　裕子 齋藤　裕子 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     鶴歯195 鶴岡市新形町４－３１－２Ｆ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22207,3146,1 ふじしま歯科医院 〒999-7604 0235-64-6178医療法人ふじしま歯科綾田　健太郎 平29.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     鶴歯196 鶴岡市藤浪四丁目１０３番地６ 常　勤:    2医院　理事長　綾田　 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)健太郎 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22307,3147,9 みずか歯科医院 〒997-1117 0235-33-8828和田　瑞可 和田　瑞可 平30. 3. 1歯   小歯 診療所
     鶴歯197 鶴岡市下川字七窪２－１１９９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22407,3148,7 桜井歯科医院 〒997-1124 0235-33-2341櫻井　尚 櫻井　尚 平30. 3. 1歯   診療所
     鶴歯198 鶴岡市大山２丁目１９－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22507,3149,5 小白歯科医院 〒999-7204 0235-48-1030佐久間　美帆 佐久間　美帆 平30. 6. 1歯   小歯 診療所
     鶴歯199 鶴岡市湯温海字湯之尻１２２－２常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22608,3032,1 村岡歯科医院 〒998-0044 0234-22-1112村岡　喜美雄 村岡　喜美雄 昭53. 3.30歯   診療所
     酒歯56 酒田市中町１－６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22708,3034,7 萬年歯科医院 〒998-0032 0234-26-0896萬年　博 萬年　博 昭53.10.16歯   診療所
     酒歯58 酒田市相生町１－５－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22808,3039,6 沢田歯科医院 〒998-0032 0234-26-4448澤田　清剛 澤田　清剛 昭56. 7.15歯   診療所
     酒歯63 酒田市相生町１－４－３０ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22908,3040,4 池田歯科医院 〒998-0041 0234-24-5240池田　俊夫 池田　俊夫 昭50. 8.11歯   小歯 診療所
     酒歯64 酒田市新井田町１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23008,3041,2 寿デンタルクリニック〒998-0023 0234-24-7209佐藤　寿之 佐藤　寿之 昭58. 7.15歯   診療所
     酒歯65 酒田市幸町１－５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7.15
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  23108,3043,8 亀ヶ崎歯科医院 〒998-0842 0234-24-5560佐藤　誠 佐藤　誠 昭60.12. 2歯   診療所
     酒歯67 酒田市亀ヶ崎２－４－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23208,3044,6 岡野歯科医院 〒998-0024 0234-23-2208岡野　匡彰 岡野　匡彰 昭61. 4. 1歯   診療所
     酒歯68 酒田市御成町３－３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23308,3045,3 大町歯科診療所 〒998-0851 0234-24-2938小野寺　龍彦 小野寺　龍彦 昭62.12. 1歯   診療所
     酒歯69 酒田市東大町１－１３－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23408,3046,1 高見台歯科診療所 〒998-0051 0234-31-1828村上　琢 村上　琢 昭63. 4. 1歯   診療所
     酒歯70 酒田市高見台１－１６－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23508,3049,5 加藤歯科医院 〒998-0859 0234-26-6767加藤　保雄 加藤　保雄 平 2. 4. 2歯   診療所
     酒歯73 酒田市大町１７－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23608,3050,3 石川歯科診療所 〒998-0022 0234-22-4182石川　紳 石川　紳 平 2. 5. 1歯   診療所
     酒歯74 酒田市駅東２－６－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23708,3051,1 タクミ歯科診療所 〒998-0044 0234-22-1828村上　伸 村上　伸 平 2. 7.10歯   診療所
     酒歯75 酒田市中町２－２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23808,3052,9 林歯科医院 〒998-0861 0234-26-2542林　隆志 林　隆志 平 3. 3.15歯   診療所
     酒歯76 酒田市富士見町１－１０－８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23908,3053,7 土田歯科医院 〒998-0842 0234-26-8282土田　仁志 土田　仁志 平 3. 3. 1歯   診療所
     酒歯77 酒田市亀ケ崎５－７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24008,3055,2 新橋歯科医院 〒998-0865 0234-22-8117菅原　博幸 菅原　博幸 平 4. 4. 1歯   診療所
     酒歯79 酒田市北新橋１－１３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24108,3056,0 桜井歯科医院 〒998-0851 0234-24-8211桜井　達 桜井　達 平 4.10. 1歯   小歯 診療所
     酒歯80 酒田市東大町３－４０－９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
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  24208,3060,2 横山歯科医院 〒998-0851 0234-22-4552横山　久雄 横山　久雄 平 7. 7. 3歯   診療所
     酒歯84 酒田市東大町１－９－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24308,3062,8 富樫歯科医院 〒998-0037 0234-22-0111富樫　久美 富樫　久美 平 8. 7.10歯   矯歯 小歯診療所
     酒歯86 酒田市日吉町１－１－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24408,3063,6 本間歯科医院 〒998-0044 0234-22-0577本間　宗一 本間　宗一 平 9. 1. 1歯   診療所
     酒歯87 酒田市中町３－７－１８　 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24508,3064,4 あべ歯科医院 〒998-0006 0234-33-1182阿部　力 阿部　力 平10. 7. 1歯   診療所
     酒歯88 酒田市ゆたか１ー１６ー１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24608,3065,1 もぎ歯科医院 〒998-0044 0234-21-3633茂木　健一 茂木　健一 平10. 9. 1歯   小歯 診療所
     酒歯89 酒田市中町１－１３－１１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24708,3066,9 ヨシコ歯科 〒998-0838 0234-22-7201池上　勝子 池上　博 平11. 3.17歯   診療所
     酒歯90 酒田市山居町１－３－３１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 3.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24808,3067,7 ぷらす矯正歯科 〒998-0034 0234-26-1588医療法人皓歯会　理事菅原　泰典 平11. 9. 1矯歯 診療所
     酒歯91 酒田市中央西町１－６０ 常　勤:    1長　菅原　泰典 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24908,3068,5 日吉歯科診療所 〒998-0037 0234-22-1837医療法人社団日吉歯科熊谷　崇 平12. 1. 1歯   小歯 診療所
     酒歯92 酒田市日吉町２－１－１６ 常　勤:    7診療所　理事長　熊谷 組織変更 現存
     (歯       7)　崇 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25008,3069,3 とがし歯科クリニック〒998-0103 0234-41-1662冨樫　正幸 冨樫　正幸 平12. 4. 3歯   矯歯 小歯診療所
     酒歯93 酒田市錦町５－３２－６６２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25108,3070,1 山蔦歯科医院 〒998-0843 0234-23-7602山蔦　佐和 山蔦　佐和 平13. 7.22歯   診療所
     酒歯94 酒田市千石町２ー１５ー３１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 7.22
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  25208,3071,9 土門歯科医院 〒998-0018 0234-35-1866土門　豊 土門　豊 平13.10. 1歯   小歯 診療所
     酒歯95 酒田市泉町１１－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25308,3072,7 大沼歯科医院 〒998-0842 0234-25-7808大沼　寛 大沼　寛 平14. 4. 1歯   診療所
     酒歯96 酒田市亀ケ崎　５－５－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25408,3073,5 五十嵐歯科医院 〒998-0842 0234-23-2382医療法人健歯会　理事五十嵐　亮 平14.10. 1歯   診療所
     酒歯97 酒田市亀ケ崎４－５－５０ 常　勤:    1長　五十嵐　正大 組織変更 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25508,3075,0 丸藤歯科医院 〒998-0037 0234-22-3296医療法人雅会　理事長丸藤　雅毅 平15. 9. 1歯   診療所
     酒歯99 酒田市日吉町１－２－１１ 常　勤:    2　丸藤　雅毅 組織変更 現存
     (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25608,3076,8 白戸歯科医院 〒999-6711 0234-52-3011白戸　勝芳 白戸　勝芳 昭60. 8.15歯   診療所
     酒歯100 酒田市飛鳥字大道端１４８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25708,3077,6 さいとう歯科医院 〒999-6711 0234-52-3232斎藤　千恵子 斎藤　千恵子 昭60. 9. 1歯   診療所
     酒歯101 酒田市飛鳥字契約場４４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25808,3078,4 佐藤歯科医院 〒999-8235 0234-64-4077佐藤　光治郎 佐藤　光治郎 平 5.10. 1歯   診療所
     酒歯102 酒田市観音寺字町後７－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25908,3079,2 髙橋歯科医院 〒999-6831 0234-62-2023髙橋　義夫 髙橋　義夫 平 8. 7.29歯   矯歯 診療所
     酒歯103 酒田市内町４７－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26008,3080,0 市川歯科医院 〒999-6711 0234-52-2030市川　宗生 市川　宗生 平10.10.13歯   診療所
     酒歯104 酒田市飛鳥字堂之後１０６－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26108,3081,8 五十嵐歯科松山診療所〒999-0043 0234-62-2011医療法人健歯会　理事五十嵐　正大 平14.10. 1歯   診療所
     酒歯105 酒田市字本町４８－１１ 常　勤:    1長　五十嵐　正大 組織変更 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26208,3083,4 ヤマニ歯科医院 〒998-0043 0234-22-3608佐藤　周一 佐藤　周一 平19. 5. 1歯   診療所
     酒歯167 酒田市本町１－５－１２ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平25. 5. 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［山形県］

［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    27 頁

  26308,3084,2 佐々木歯科医院 〒998-0044 0234-22-0189医療法人佐々木歯科医安藤　是仁 平19. 9. 1歯   矯歯 診療所
     酒歯108 酒田市中町一丁目１－１６ 常　勤:    1院　理事長　安藤　是 組織変更 現存
     (歯       1)仁 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26408,3086,7 石塚歯科医院 〒998-0031 0234-23-6617石塚　秀樹 石塚　秀樹 平20. 7. 1歯   小歯 診療所
     酒歯110 酒田市浜田２－６－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26508,3087,5 佐々木歯科医院 〒998-0062 0234-22-1588佐々木　正晃 佐々木　正晃 平20. 6. 1歯   診療所
     酒歯111 酒田市北新町１－８－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26608,3088,3 ホワイト歯科医院 〒998-0013 0234-22-7977村上　美佐 村上　美佐 平21. 2. 1歯   小歯 診療所
     酒歯112 酒田市東泉町６－１－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26708,3089,1 おりい歯科 〒998-0831 0234-26-4360折居　昭雄 折居　昭雄 平21. 4. 1歯   診療所
     酒歯113 酒田市東両羽町１２１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26808,3090,9 泉歯科診療所 〒998-0013 0234-24-0648鈴木　詠子 鈴木　詠子 平21. 4. 1歯   診療所
     酒歯114 酒田市東泉町二丁目１７－３０ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26908,3091,7 鈴木歯科医院 〒998-0027 0234-22-1275鈴木　豊 鈴木　豊 平21. 5. 2歯   診療所
     酒歯115 酒田市北今町１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27008,3092,5 こあら歯科クリニック〒998-0878 0234-43-0310齊藤　義之 齊藤　義之 平21. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     酒歯116 酒田市こあら２丁目５－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27108,3094,1 九木原歯科診療所 〒998-0054 0234-31-5311池田　聡子 池田　聡子 平22. 5.18歯   診療所
     酒歯118 酒田市宮野浦一丁目２－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27208,3095,8 小松歯科診療所 〒998-0026 0234-26-2340渡部　公希 渡部　公希 平26. 5.26歯   診療所
     酒歯119 酒田市栄町２－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 5.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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［山形県］

［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    28 頁

  27311,3012,7 上嶋歯科医院 〒996-0031 0233-22-1270上嶋　保夫 上嶋　保夫 昭42. 7.19歯   診療所
     新歯18 新庄市末広町２－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27411,3013,5 志賀歯科医院 〒996-0071 0233-22-3719志賀　博夫 志賀　博夫 昭48.12.15歯   診療所
     新歯19 新庄市小田島町３－５７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27511,3014,3 佐々木歯科医院 〒996-0035 0233-22-1077佐々木　玲子 佐々木　玲子 昭49. 5. 1歯   診療所
     新歯20 新庄市鉄砲町１－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27611,3017,6 三條歯科医院 〒996-0028 0233-23-3738三條　常夫 三條　常夫 昭56. 7. 1歯   診療所
     新歯23 新庄市万場町５－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27711,3022,6 三浦歯科医院 〒996-0082 0233-23-4182三浦　大三 三浦　大三 昭61.11.15歯   診療所
     新歯28 新庄市北町３－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27811,3023,4 伊藤ヨシユキ歯科医院〒999-5103 0233-25-3225伊藤　好之 伊藤　好之 昭63. 6. 1歯   診療所
     新歯29 新庄市大字泉田字村東２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27911,3025,9 グリーン歯科医院 〒996-0002 0233-22-2796松澤　満徳 松澤　満徳 平 4. 5.20歯   矯歯 診療所
     新歯31 新庄市金沢字南沢１５７２－１２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28011,3026,7 愛育歯科矯正クリニッ〒996-0023 0233-22-1470沓沢　直容 沓沢　直容 平 4. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     新歯32 ク 新庄市沖の町８－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28111,3028,3 青木歯科医院 〒996-0035 0233-23-8888青木　英世 青木　英世 平 9. 1. 6歯   診療所
     新歯34 新庄市鉄砲町１０－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28211,3029,1 菅歯科医院 〒996-0084 0233-22-0603菅　友弥 菅　友弥 平 9. 8. 1歯   小歯 診療所
     新歯35 新庄市大手町５－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28311,3030,9 沼澤歯科医院 〒996-0022 0233-22-4175沼澤　孝人 沼澤　孝人 平 9.12. 1歯   診療所
     新歯36 新庄市住吉町３番５号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
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  28411,3033,3 高橋歯科医院 〒996-0011 0233-23-2424高橋　收 高橋　收 平12. 7.17歯   診療所
     新歯39 新庄市東谷地田町１０ー３ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平24. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28511,3035,8 愛歯科かとうクリニッ〒996-0001 0233-28-8020加藤　隆 加藤　隆 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     新歯41 ク 新庄市五日町字宮内２２５－１２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28611,3036,6 青葉歯科医院 〒996-0031 0233-22-7756髙橋　央朗 髙橋　央朗 平15.12. 1歯   小歯 診療所
     新歯42 新庄市末広町１４－６１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28711,3041,6 荒木歯科医院 〒996-0076 0233-29-4618医療法人社団荒木歯科荒木　剛 平22. 2. 1歯   小歯 診療所
     新歯47 新庄市城西町５－１６ 常　勤:    1医院　理事長　荒木　 組織変更 現存
     (歯       1)剛 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28811,3044,0 たけし歯科クリニック〒996-0088 0233-28-0303医療法人丸千会　理事五十嵐　丈士 平23. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     新歯50 新庄市桧町２１－３ 常　勤:    1長　五十嵐　丈士 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28911,3045,7 みちのく政宗デンタル〒996-0001 0233-32-0755島　宏之 島　宏之 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     新歯51 クリニック新庄診療所新庄市五日町字清水川１２９２－常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     １イオンタウン新庄ショッピング(歯       1) 平28. 4. 1
     センター内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29011,3046,5 伊藤歯科診療所 〒996-0084 0233-22-0448伊藤　光安 伊藤　光安 平28. 9. 1歯   診療所
     新歯52 新庄市大手町１番１６号 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29111,3047,3 五十嵐歯科医院 〒996-0073 0233-22-4143五十嵐　祐 五十嵐　祐 平29. 9. 1歯   診療所
     新歯53 新庄市栄町７の２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29211,3048,1 おんみょうじ歯科医院〒996-0027 0233-22-0893医療法人社団おんみょ隠明寺　寛康 平30. 4. 1歯   小歯 診療所
     新歯54 新庄市本町４番４３号 常　勤:    2うじ歯科医院　理事長 交代 現存
     (歯       2)　隠明寺　寛康 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29312,3019,0 井上歯科医院 〒991-0043 0237-86-8363井上　英昭 井上　英昭 昭55.11.15歯   診療所
     寒歯24 寒河江市大字島字島東２３８－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29412,3022,4 土田歯科医院 〒990-0505 0237-87-1555土田　秀三 土田　秀三 昭57. 4.15歯   診療所
     寒歯27 寒河江市大字白岩２０７－３ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平30. 4.15
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  29512,3025,7 菊地歯科医院 〒990-0524 0237-87-1050菊地　正明 菊地　正明 昭57. 8. 2歯   診療所
     寒歯30 寒河江市大字高松２４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29612,3026,5 伊藤歯科医院 〒991-0053 0237-86-1138伊藤　一晴 伊藤　一晴 昭57. 9.16歯   診療所
     寒歯31 寒河江市元町四丁目４－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29712,3028,1 鈴木歯科 〒991-0053 0237-86-0544鈴木　裕 鈴木　裕 昭58. 6. 1歯   診療所
     寒歯33 寒河江市元町３－５－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29812,3031,5 大久保歯科医院 〒991-0021 0237-86-0710大久保　昇 大久保　昇 昭59. 4. 2歯   小歯 矯歯診療所
     寒歯36 寒河江市中央１－８－４６ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平29. 4. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29912,3032,3 鈴木歯科医院 〒990-0505 0237-87-1000鈴木　修司 鈴木　修司 昭60. 4. 1歯   診療所
     寒歯37 寒河江市大字白岩３０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30012,3033,1 石川歯科医院 〒991-0031 0237-86-5222石川　隆 石川　隆 昭61. 6. 2歯   診療所
     寒歯38 寒河江市本町２－６－４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30112,3034,9 サカエ歯科クリニック〒991-0034 0237-86-6480奥山　博和 奥山　博和 昭62. 5. 1歯   診療所
     寒歯39 寒河江市栄町２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30212,3037,2 大沼歯科医院 〒991-0021 0237-86-5225大沼　照美 大沼　照美 平 2. 7. 1歯   診療所
     寒歯42 寒河江市中央２－７－４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30312,3040,6 佐藤歯科医院 〒991-0043 0237-86-7201医療法人社団慈功会　佐藤　功二 平 6. 8. 1歯   矯歯 診療所
     寒歯45 寒河江市大字島字島東７５ 常　勤:    2理事長　佐藤　功二 新規 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30412,3041,4 卯月歯科クリニック 〒991-0013 0237-86-0080卯月　清彦 卯月　清彦 平 6. 9. 1歯   診療所
     寒歯46 寒河江市高田２－５－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
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  30512,3044,8 石山歯科 〒991-0023 0237-85-9585石山　吉彦 石山　吉彦 平12. 2. 1歯   診療所
     寒歯49 寒河江市丸内１－３－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30612,3046,3 国井デンタルクリニッ〒991-0065 0237-77-8014國井　亮太郎 國井　亮太郎 平18. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     寒歯51 ク 寒河江市大字中郷１４４６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30712,3047,1 高橋歯科 〒991-0051 0237-84-2141医療法人社団高橋歯科高橋　健 平18.10. 1歯   診療所
     寒歯52 寒河江市若葉町１３ー１４ 常　勤:    1　理事長　高橋　健 組織変更 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30812,3048,9 みずき歯科クリニック〒991-0048 0237-84-1080小関　清子 小関　清子 平19. 7. 2歯   小歯 歯外診療所
     寒歯53 寒河江市みずき２－１－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30912,3049,7 せいの歯科医院 〒991-0041 0237-84-3720清野　正博 清野　正博 平22. 2. 9歯   診療所
     寒歯54 寒河江市大字寒河江字鶴田９－２常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28. 2. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31012,3050,5 奥山歯科医院 〒991-0025 0237-84-3275奥山　泰夫 奥山　泰夫 平22. 6. 1歯   診療所
     寒歯55 寒河江市八幡町１番３号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31112,3052,1 白田歯科医院 〒991-0003 0237-84-3161白田　牧子 白田　牧子 平24. 4. 1歯   診療所
     寒歯57 寒河江市大字西根字石川西２６９常　勤:    1 その他 現存
     －１ (歯       1) 平28.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31212,3054,7 さくらんぼ歯科クリニ〒991-0053 0237-84-0078笹原　伸介 笹原　伸介 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     寒歯59 ック 寒河江市元町４丁目１１番地２２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31313,3008,1 矢口歯科医院 〒999-3155 023-672-5404矢口　美智子 矢口　美智子 昭47.11. 1歯   小歯 診療所
     上歯14 上山市鶴脛町１－９－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31413,3016,4 十日町高橋歯科医院 〒999-3153 023-673-4360高橋　一弘 高橋　一弘 昭63. 3. 1歯   矯歯 診療所
     上歯19 上山市十日町５－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31513,3019,8 石崎歯科クリニック 〒999-3144 023-672-3231長谷川　貴浩 長谷川　貴浩 平 2. 5. 1歯   診療所
     上歯22 上山市石崎１－７－６４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31613,3024,8 吉田ひろゆき歯科医院〒999-3126 023-695-6480吉田　裕幸 吉田　裕幸 平12. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     上歯27 上山市金生西１－６－３６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31713,3025,5 おがた歯科クリニック〒999-3135 023-677-1600尾形　幸浩 尾形　幸浩 平12. 7. 3歯   小歯 診療所
     上歯28 上山市南町１－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31813,3028,9 阿部歯科医院 〒999-3106 023-672-3311阿部　友宏 阿部　友宏 平16.11.25歯   診療所
     上歯31 上山市旭町３－３－３１ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31913,3031,3 八幡堂髙橋歯科医院 〒999-3142 023-673-6480髙橋　晃治 髙橋　晃治 平18. 6. 1歯   歯外 診療所
     上歯34 上山市沢丁３番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32013,3032,1 小池歯科医院 〒999-3142 023-672-0520小池　亮 小池　亮 平22.11.16歯   診療所
     上歯35 上山市沢丁９番８号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32113,3033,9 青野歯科医院 〒999-3144 023-673-2777医療法人社団青野歯科青野　宏 平24. 4. 1歯   小歯 診療所
     上歯36 上山市石崎一丁目２番４４号 常　勤:    2医院　理事長　青野　 組織変更 現存
     (歯       2)宏 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32213,3034,7 アイデンタルクリニッ〒999-3122 023-664-0756安齋　惠治 安齋　惠治 平24.11. 1歯   小歯 診療所
     上歯37 ク 上山市仙石字元糸目７９４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32313,3036,2 永田歯科医院 〒999-3154 023-672-0215永田　秀昭 永田　秀昭 平25.11.18歯   小歯 診療所
     上歯39 上山市元城内３－６２ 常　勤:    2 移転 現存
     (歯       2) 平25.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32413,3037,0 ごとう歯科医院 〒999-3143 023-673-1180後藤　顕一 後藤　顕一 平29. 8. 1歯   小歯 診療所
     上歯40 上山市二日町９－３　美濃屋ビル常　勤:    1 移転 現存
     ２階 (歯       1) 平29. 8. 1
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  32514,3008,9 板垣歯科医院 〒995-0033 0237-55-3749板垣　宇俊 板垣　宇俊 昭55. 5.15歯   診療所
     村歯14 村山市楯岡新町１－６－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32614,3009,7 タナカ歯科医院 〒995-0021 0237-55-6798田中　幹男 田中　幹男 昭55.12.15歯   診療所
     村歯15 村山市楯岡楯１３－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32714,3010,5 仁藤歯科医院 〒995-0017 0237-55-6681仁藤　敬 仁藤　敬 昭56.11.16歯   診療所
     村歯16 村山市楯岡十日町６－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32814,3014,7 伊藤歯科医院 〒995-0032 0237-55-2509伊藤　信明 伊藤　信明 昭59. 9.17歯   診療所
     村歯20 村山市楯岡荒町１－３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32914,3015,4 医療法人社団菊地歯科〒995-0024 0237-55-6700医療法人社団菊地歯科菊地　正悦 平 3. 5. 1歯   診療所
     村歯21 クリニック 村山市楯岡笛田４－２－１８ 常　勤:    1クリニック　理事長　 新規 現存
     (歯       1)菊地　正悦 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33014,3016,2 にっとう歯科医院 〒995-0111 0237-54-2548日塔　睦雄 日塔　睦雄 平 7. 7. 3歯   矯歯 診療所
     村歯22 村山市大字大久保甲５６３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33114,3017,0 深瀬歯科医院 〒995-0035 0237-55-3121深瀬　公彦 深瀬　公彦 平 8.11. 1歯   診療所
     村歯23 村山市中央２－９－１２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33214,3018,8 松田歯科医院 〒995-0018 0237-55-5648松田　幸夫 松田　幸夫 平10. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     村歯24 村山市楯岡新高田９－７ 常　勤:    3 交代 歯外 現存
     (歯       3) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33314,3020,4 きはら歯科クリニック〒995-0033 0237-52-3118医療法人きはら歯科ク木原　敬 平26. 1. 1歯   診療所
     村歯26 村山市楯岡新町四丁目２番２９号常　勤:    1リニック　理事長　木 組織変更 現存
     (歯       1)原　敬 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33415,3011,0 サカイ歯科医院 〒993-0053 0238-84-5217堺　清一 堺　清一 昭49. 6.10歯   診療所
     長歯14 長井市中道１－２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33515,3015,1 髙橋歯科医院 〒993-0015 0238-84-0014長岡　美智子 長岡　美智子 昭61. 4.15歯   診療所
     長歯17 長井市四ツ谷２－４－５２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33615,3022,7 アカシア通り歯科クリ〒993-0082 0238-83-1118髙橋　典子 髙橋　典子 平 8. 5. 1歯   診療所
     長歯24 ニック 長井市舟場２１－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33715,3024,3 医療法人誠歯会斎藤歯〒993-0005 0238-88-1827医療法人誠歯会斎藤歯齋藤　寛 平10.12. 2歯   矯歯 小歯診療所
     長歯26 科医院 長井市片田町３－５ 常　勤:    1科医院　理事長　齋藤 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)　寛 平28.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33815,3025,0 寺島歯科医院 〒993-0007 0238-88-2903寺嶋　誠 寺嶋　誠 平12. 1. 1歯   診療所
     長歯27 長井市本町２－７－２７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33915,3026,8 医療法人西原歯科医院〒993-0016 0238-84-7722医療法人西原歯科医院髙橋　友美恵 平14.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     長歯28 長井市台町６－１１ 常　勤:    2　理事長　中村　政孝 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34015,3027,6 村上歯科クリニック 〒993-0017 0238-83-3650村上　聡 村上　聡 平16. 8. 2歯   小歯 診療所
     長歯29 長井市花作町１２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34115,3028,4 松下歯科医院 〒993-0014 0238-87-0878松下　賢 松下　賢 平22. 4. 1歯   歯外 診療所
     長歯30 長井市小出３８４４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34215,3029,2 芳賀歯科医院 〒993-0015 0238-84-8107芳賀　俊和 芳賀　俊和 平23. 2. 1歯   診療所
     長歯31 長井市四ツ谷１－６－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34315,3030,0 五十嵐歯科医院 〒993-0083 0238-88-2343五十嵐　康夫 五十嵐　康夫 平26. 6. 6歯   小歯 診療所
     長歯32 長井市大町７番１３号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34415,3031,8 えんどう歯科クリニッ〒993-0006 0238-84-1088遠藤　太郎 遠藤　太郎 平28. 5. 8歯   小歯 歯外診療所
     長歯33 ク 長井市あら町４－６８ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34515,3032,6 赤間歯科医院 〒993-0013 0238-88-2218赤間　尚子 赤間　尚子 平28.12. 1歯   診療所
     長歯34 長井市館町南１７－８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
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  34615,3033,4 鈴木歯科医院 〒993-0015 0238-84-6616鈴木　英人 鈴木　英人 平30. 1. 1歯   小歯 診療所
     長歯35 長井市四ツ谷一丁目３番２号 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34716,3023,3 阿部歯科医院 〒994-0004 023-654-3434阿部　俊裕 阿部　俊裕 昭57. 9.16歯   診療所
     天歯31 天童市小関１－１－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34816,3026,6 大河原歯科医院 〒994-0013 023-653-2206大河原　泰雄 大河原　泰雄 昭60. 3. 1歯   診療所
     天歯33 天童市老野森３－８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34916,3027,4 熊沢歯科医院泉町クリ〒994-0015 023-654-6480熊沢　典之 熊沢　典之 昭62. 5. 1歯   小歯 診療所
     天歯34 ニック 天童市泉町１－６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35016,3028,2 熊沢歯科医院 〒994-0032 023-653-2121熊沢　正博 熊沢　正博 昭62. 6.27歯   小歯 歯外診療所
     天歯35 天童市小路２－３－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35116,3033,2 荘歯科医院 〒994-0054 0236-54-8800荘　正志 荘　正志 平 3.11. 1歯   診療所
     天歯40 天童市大字荒谷字小才勝８４８５常　勤:    1 新規 現存
     －３ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35216,3034,0 岸歯科医院 〒994-0064 0236-55-6105岸　裕一 岸　裕一 平 4. 2. 1歯   診療所
     天歯41 天童市中里６－５－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35316,3035,7 庄子歯科 〒994-0054 023-653-1700庄子　高城 庄子　高城 平 6. 1. 4歯   診療所
     天歯42 天童市大字荒谷９７－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35416,3036,5 医療法人豊田会大江歯〒994-0016 023-654-5560医療法人豊田会　理事大江　政彦 平 7. 8. 1歯   診療所
     天歯43 科医院 天童市東久野本二丁目１１番１０常　勤:    2長　菊地　博生 新規 現存
     号 (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35516,3037,3 菅野歯科医院 〒994-0101 023-656-2117菅野　康人 菅野　康人 平 7.11. 1歯   診療所
     天歯44 天童市大字山口４５２３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35616,3038,1 大浪歯科医院 〒994-0033 0236-53-2042大浪　和広 大浪　和広 平 8. 6. 1歯   診療所
     天歯45 天童市三日町２－６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35716,3039,9 とがし歯科医院 〒994-0012 023-654-8211医療法人社団尚和会　冨樫　雅比古 平 9. 9. 1歯   診療所
     天歯46 天童市久野本四丁目１４－３０ 常　勤:    1理事長　冨樫　雅比古 組織変更 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35816,3040,7 医療法人みゆき歯科医〒994-0013 023-654-4748医療法人みゆき歯科医安生　みゆき 平10. 1. 1歯   診療所
     天歯47 院 天童市老野森三丁目２２番１９号常　勤:    1院　安生　みゆき 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35916,3041,5 さいとう歯科医院 〒994-0068 023-655-7997齋藤　裕太 齋藤　裕太 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     天歯48 天童市高擶南２２９５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36016,3042,3 奥山歯科医院 〒994-0012 023-653-2836奥山　誠 奥山　誠 平10. 4. 1歯   診療所
     天歯49 天童市久野本１－７－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36116,3043,1 たかはし歯科医院 〒994-0025 023-654-6644高橋　俊裕 高橋　俊裕 平10.10. 1歯   診療所
     天歯50 天童市鎌田本町２－６－２２ 常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36216,3045,6 かねこ歯科医院 〒994-0049 023-652-2202金子　忠 金子　忠 平11. 6. 1歯   診療所
     天歯52 天童市南町２－７－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36316,3046,4 いがらし矯正歯科クリ〒994-0047 023-654-8741五十嵐　一吉 五十嵐　一吉 平11. 6. 1矯歯 診療所
     天歯53 ニック 天童市駅西３－１２－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36416,3047,2 こんの歯科医院 〒994-0002 658-8080 今野　忠博 今野　忠博 平12. 7. 3歯   小歯 診療所
     天歯54 天童市乱川２ー６ー２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36516,3049,8 優歯科クリニック 〒994-0011 023-658-8215東海林　俊彰 東海林　俊彰 平17. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     天歯56 天童市北久野本５丁目１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36616,3055,5 林歯科医院 〒994-0046 023-653-2123医療法人社団林歯科医林　就昌 平18. 9. 1歯   診療所
     天歯62 天童市田鶴町４－２－６６ 常　勤:    1院　理事長　林　就昌 組織変更 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36716,3056,3 あきば歯科医院 〒994-0049 023-652-1555秋場　克己 秋場　克己 平19. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     天歯63 天童市南町２－１４－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36816,3057,1 もてき歯科クリニック〒994-0026 023-652-2118茂木　悠 茂木　悠 平19. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     天歯64 天童市東本町１－１－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36916,3058,9 けい歯科・矯正歯科ク〒994-0028 023-651-4618医療法人優彩会　理事片山　圭司 平19. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     天歯65 リニック 天童市鍬ノ町一丁目１番２１号 常　勤:    2長　片山　圭司 組織変更 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37016,3060,5 永澤歯科医院 〒994-0062 023-655-6133医療法人社団永澤歯科永澤　義安 平19. 5. 1歯   診療所
     天歯67 天童市長岡北３－５－４２ 常　勤:    1医院　理事長　永澤　 組織変更 現存
     (歯       1)義安 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37116,3064,7 福田歯科クリニック　〒994-0016 023-651-3966医療法人社団口福会　丸山　竜司 平27. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     天歯71 ハッピーケア 天童市東久野本１－６－３３ 常　勤:    2理事長　福田　元雄 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37216,3065,4 福田歯科クリニック 〒994-0083 023-651-3966医療法人社団口福会　福田　元雄 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     天歯72 天童市芳賀タウン南３－１１－３常　勤:    1理事長　福田　元雄 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37316,3066,2 ホームデンタルクリニ〒994-0081 023-674-8728似内　秀樹 似内　秀樹 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     天歯73 ック 天童市南小畑四丁目１０番３０号常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37416,3067,0 つねファミリー歯科 〒994-0082 023-674-8249佐藤　恒存 佐藤　恒存 平28. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     天歯74 天童市芳賀タウン北五丁目６番２常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ７号 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37516,3068,8 なにわ歯科 〒994-0012 023-654-7892井若　順子 井若　順子 平28. 9.22歯   歯外 小歯診療所
     天歯75 天童市久野本３丁目１６番１７号常　勤:    2 移転 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 9.22
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  37616,3069,6 愛歯医院 〒994-0026 023-654-1433佐藤　美紀 佐藤　美紀 平29. 1. 1歯   小歯 診療所
     天歯76 天童市東本町３－６－３３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37717,3005,8 須藤歯科医院 〒999-3784 0237-42-0030須藤　孝志 須藤　孝志 昭44.11. 1歯   診療所
     東歯10 東根市本町３番１２号 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37817,3013,2 歯科田原医院 〒999-3763 0237-48-3118田原　純一 田原　純一 昭62. 3. 1歯   小歯 診療所
     東歯17 東根市神町中央１－１１－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37917,3014,0 加藤歯科医院 〒999-3765 0237-47-0648医療法人加藤歯科医院加藤　徹 平元. 4. 1歯   診療所
     東歯18 東根市神町南２－２－５０ 常　勤:    1　理事長　加藤　徹 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38017,3015,7 海老名歯科医院 〒999-3720 0237-43-4121医療法人海老名歯科医海老名　宥充 平 2. 4. 1歯   診療所
     東歯19 東根市さくらんぼ駅前三丁目１０常　勤:    2院　理事長　海老名　 新規 現存
     －２５ (歯       2)宥充 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38117,3016,5 奥山歯科医院 〒999-3785 0237-43-5272医療法人社団奥山歯科奥山　祥充 平 4.10. 1歯   診療所
     東歯20 東根市本丸西３ー２ー３０ 常　勤:    2医院　理事長　奥山　 新規 現存
     (歯       2)祥充 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38217,3017,3 あんじょう歯科医院 〒999-3711 0237-43-8144安生　孝志 安生　孝志 平 5. 5. 6歯   診療所
     東歯21 東根市中央２－８－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38317,3019,9 菅デンタルクリニック〒999-3702 0237-43-6480菅　久美 菅　久美 平 8.11. 1歯   診療所
     東歯23 東根市温泉町１－６－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38417,3020,7 あべ歯科医院 〒999-3718 0237-42-4343阿部　正宏 阿部　正宏 平 9.10. 1歯   矯歯 診療所
     東歯24 東根市四ツ家１－７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38517,3021,5 佐藤歯科医院ラ・フラ〒999-3747 0237-49-1155医療法人佐藤内科胃腸佐藤　勝史 平10. 4. 1歯   診療所
     東歯25 ンスオフィス 東根市板垣大通り８号 常　勤:    3科医院　理事長　佐藤 新規 現存
     (歯       3)　宏 平28. 4. 1
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  38617,3023,1 岸歯科医院 〒999-3764 0237-47-4618岸　広一 岸　広一 平10. 6. 1歯   診療所
     東歯27 東根市神町東１－２０－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38717,3027,2 にとうべ歯科医院 〒999-3711 0237-42-4560二藤部　栄司 二藤部　栄司 平17. 5. 2歯   小歯 診療所
     東歯31 東根市中央２丁目１８－２２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38817,3028,0 江場歯科医院 〒999-3784 0237-42-0105星川　知佳子 星川　知佳子 平17. 7.13歯   小歯 診療所
     東歯32 東根市本町１番１１号 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 7.13
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38917,3029,8 みのる歯科医院 〒999-3720 0237-42-6471医療法人桜花会　理事馬場　豊 平18. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東歯33 東根市さくらんぼ駅前三丁目７番常　勤:    1長　馬場　豊 組織変更 歯外 現存
     １５号イオン東根店２Ｆ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39017,3031,4 けやき歯科クリニック〒999-3762 0237-53-6299菅野　与識 菅野　与識 平26. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東歯35 東根市神町北２丁目４－１５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39117,3032,2 森歯科クリニック 〒999-3730 0237-41-1966森　健 森　健 平26. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     東歯36 東根市中央南１丁目５番１６号 常　勤:    2 その他 矯歯 現存
     (歯       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39217,3033,0 とよたか歯科 〒999-3716 0237-41-1313医療法人とよたか歯科豊嶋　豊敬 平27. 1. 1歯   診療所
     東歯37 東根市大字蟹沢２２２１番地１８常　勤:    1　理事長　豊嶋　豊敬 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39317,3034,8 えだまつ歯科口腔外科〒999-3762 0237-53-6480枝松　満 枝松　満 平28. 5. 1歯   歯外 診療所
     東歯38 クリニック 東根市神町北五丁目５番１７号 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39417,3035,5 おおつか歯科 〒999-3763 0237-47-0371大塚　啓祐 大塚　啓祐 平28. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     東歯39 東根市神町中央１－９－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39518,3003,1 菅野歯科医院 〒999-4232 0237-22-0376菅野　健 菅野　健 昭37. 9. 1歯   診療所
     尾歯6 尾花沢市梺町２－１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
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  39618,3008,0 すずき歯科 〒999-4224 0237-22-0182鈴木　欣一 鈴木　欣一 昭63.11. 1歯   診療所
     尾歯11 尾花沢市新町１－４－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39718,3010,6 おおるいデンタルクリ〒999-4224 0237-24-1551大類　晋 大類　晋 平11. 4. 1歯   診療所
     尾歯13 ニック 尾花沢市新町１－１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39818,3011,4 さとう歯科医院 〒999-4226 0237-22-3131医療法人さとう歯科医佐藤　崇文 平12.10. 1歯   矯歯 診療所
     尾歯14 尾花沢市新町中央３ー１６ 常　勤:    1院　理事長　佐藤　崇 組織変更 現存
     (歯       1)文 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39919,3008,8 佐藤歯科医院 〒999-2231 0238-43-2403佐藤　有弘 佐藤　有弘 昭44. 6. 1歯   診療所
     南歯13 南陽市二色根７４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40019,3009,6 齋藤歯科医院 〒992-0472 0238-47-3309斎藤　忠範 斎藤　忠範 昭44.10. 1歯   矯歯 診療所
     南歯14 南陽市宮内２９４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40119,3017,9 村越歯科医院 〒999-2232 0238-40-3295村越　恵 村越　恵 昭56. 9. 8歯   診療所
     南歯22 南陽市三間通１２２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40219,3018,7 伊藤歯科医院 〒992-0472 0238-45-2030伊藤　敦信 伊藤　敦信 昭62. 7. 1歯   診療所
     南歯23 南陽市宮内１１８８－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40319,3020,3 佐藤歯科クリニック 〒992-0472 0238-47-2888医療法人社団済々会　佐藤　幸晴 平 3. 4. 1歯   診療所
     南歯25 南陽市宮内９２９－４ 常　勤:    1理事長　佐藤　史井 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40419,3022,9 高橋歯科医院 〒992-0472 0238-47-6222高橋　正 高橋　正 平 5. 4. 1歯   診療所
     南歯27 南陽市宮内４６４８－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40519,3025,2 板垣歯科クリニック 〒999-2241 0238-50-3348板垣　彰 板垣　彰 平12. 4. 3歯   小歯 診療所
     南歯30 南陽市郡山６１５－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40619,3026,0 いとう歯科クリニック〒999-2241 0238-50-0418伊藤　純一 伊藤　純一 平13. 7. 2歯   矯歯 診療所
     南歯31 南陽市郡山中堀１２１５－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40719,3027,8 竹田歯科医院 〒992-0472 0238-47-2075竹田　れい子 竹田　れい子 平14. 2.21歯   診療所
     南歯32 南陽市宮内３４３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 2.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40819,3030,2 加藤歯科医院 〒992-0472 0238-47-2216土屋　晶子 土屋　晶子 平20. 1. 1歯   小歯 診療所
     南歯35 南陽市宮内３５０９－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40919,3031,0 桜井歯科医院 〒999-2232 0238-43-2125櫻井　洋子 櫻井　洋子 平20. 6. 1歯   診療所
     南歯36 南陽市三間通１３９－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41019,3032,8 すまいる歯科 〒999-2232 0238-43-8143佐藤　好紀 佐藤　好紀 平20.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     南歯37 南陽市三間通字諏訪西３８６－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41119,3033,6 さくら歯科クリニック〒999-2211 0238-27-8241佐藤　隆太郎 佐藤　隆太郎 平21. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     南歯38 南陽市赤湯３０８０－３イオンタ常　勤:    2 その他 矯歯 現存
     ウン赤湯内 (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41219,3034,4 黒江歯科医院 〒992-0472 0238-47-2154黒江　敏史 黒江　敏史 平21.12. 8歯   診療所
     南歯39 南陽市宮内３５７７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41322,3013,2 安達歯科医院 〒990-0401 023-662-3535安達　節洋 安達　節洋 昭56. 9.16歯   診療所
     東村歯26 東村山郡中山町大字長崎３００５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41422,3022,3 高橋歯科医院 〒990-0301 023-664-8217高橋　定 高橋　定 平 4. 6. 1歯   診療所
     東村歯35 東村山郡山辺町大字山辺２１－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41522,3023,1 内野歯科医院 〒990-0301 023-664-6411内野　栄一 内野　栄一 平 4. 8. 3歯   診療所
     東村歯36 東村山郡山辺町大字山辺３０３５常　勤:    2 新規 現存
     －１ (歯       2) 平28. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41622,3025,6 横山歯科医院 〒990-0301 023-664-6000医療法人横山歯科医院横山　祐子 平12. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     東村歯38 東村山郡山辺町大字山辺２９２５常　勤:    1　理事長　横山　祐子 移転 現存
     －１ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41722,3026,4 武田歯科医院 〒990-0332 023-664-6005矢萩　弥奈 矢萩　弥奈 平19.10.24歯   診療所
     東村歯39 東村山郡山辺町北垣２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.10.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41822,3027,2 しぶや歯科医院 〒990-0411 023-679-4862澁谷　昌 澁谷　昌 平20. 1. 4歯   診療所
     東村歯40 東村山郡中山町あおは゛１４－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41922,3028,0 佐藤歯科医院 〒990-0301 023-664-7984医療法人社団充歯会　佐藤　充 平22. 9. 1歯   矯歯 診療所
     東村歯41 東村山郡山辺町大字山辺１２６９常　勤:    1理事長　佐藤　充 組織変更 現存
     の５ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42022,3029,8 緑ヶ丘歯科クリニック〒990-0302 023-674-9041花岡　裕紀 花岡　裕紀 平22.12. 1歯   診療所
     東村歯42 東村山郡山辺町緑ケ丘三丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     地３ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42123,3013,0 奥山歯科クリニック 〒999-3513 0237-73-3126奥山　俊 奥山　俊 昭51. 9. 1歯   診療所
     西村歯64 西村山郡河北町谷地所岡１－４－常　勤:    2 新規 現存
     ４ (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42223,3064,3 西川町立大井沢歯科診〒990-0721 0237-76-2111西川町長 清野　正博 昭55.12.25歯   診療所
     西村歯115 療所 西村山郡西川町大字大井沢８２２常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平28.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42323,3095,7 大沼歯科医院 〒990-0702 0237-74-4818大沼　浩 大沼　浩 昭61. 9. 1歯   診療所
     西村歯146 西村山郡西川町大字海味字太郎６常　勤:    1 新規 現存
     ５３ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42423,3097,3 槙歯科クリニック 〒999-3512 0237-73-3800槙　弘史 槙　弘史 昭63. 4. 1歯   診療所
     西村歯148 西村山郡河北町谷地中央５－３－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42523,3100,5 桜井歯科医院 〒990-0702 0237-74-4836桜井　久夫 桜井　久夫 平元. 4. 1歯   診療所
     西村歯151 西村山郡西川町大字海味６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42623,3101,3 丹野歯科医院 〒999-3522 0237-73-4773丹野　孝則 丹野　孝則 平元. 4. 1歯   診療所
     西村歯152 西村山郡河北町溝延３２６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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  42723,3103,9 宮宿歯科医院 〒990-1442 0237-67-3195石見　順 石見　順 平 4. 6. 1歯   診療所
     西村歯154 西村山郡朝日町大字宮宿字田中１常　勤:    1 新規 現存
     １１９－２ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42823,3105,4 やくわ歯科医院 〒999-3511 0237-72-2688八鍬　義成 八鍬　義成 平 6. 9.19歯   矯歯 小歯診療所
     西村歯156 西村山郡河北町谷地字砂田２０３常　勤:    1 新規 現存
     －５ (歯       1) 平24. 9.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42923,3106,2 はやま歯科医院 〒999-3511 0237-72-5558奥山　伸之 奥山　伸之 平 8. 9. 2歯   診療所
     西村歯157 西村山郡河北町谷地荒町東１－５常　勤:    1 新規 現存
     －７ (歯       1) 平29. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43023,3107,0 五十嵐歯科医院 〒990-1101 0237-62-4648五十嵐　雄一 五十嵐　雄一 平12. 1. 1歯   診療所
     西村歯158 西村山郡大江町大字左沢３９６－常　勤:    1 移転 現存
     １ (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43123,3109,6 公平歯科医院 〒990-1101 0237-62-2034公平　善啓 公平　善啓 平17. 1.16歯   診療所
     西村歯160 西村山郡大江町左沢５４８－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43223,3110,4 よくしゅうかい歯科 〒999-3512 0237-72-2223医療法人社団翼秀会　宍戸　秀史 平17. 4. 1歯   診療所
     西村歯161 西村山郡河北町谷地中央三丁目１常　勤:    2理事長　宍戸　秀史 組織変更 現存
     ２番地の７ (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43323,3112,0 石見歯科医院 〒990-1442 0237-67-2042石見　健 石見　健 平20. 4. 1歯   診療所
     西村歯163 西村山郡朝日町大字宮宿１１６２常　勤:    1 移転 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43423,3114,6 ひなデンタルクリニッ〒999-3512 0237-85-0648鈴木　守雄 鈴木　守雄 平22. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     西村歯165 ク 西村山郡河北町谷地中央二丁目６常　勤:    3 新規 現存
     －１２ (歯       3) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43523,3115,3 スマイル歯科医院 〒999-3511 0237-85-1477医療法人社団新田歯科佐藤　孝弘 平25.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     西村歯166 西村山郡河北町谷地字月山堂３８常　勤:    2医院　理事長　新田　 新規 歯外 現存
     ０－１ (歯       2)茂夫 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43623,3116,1 佐藤歯科医院 〒999-3511 0237-72-3539佐藤　裕子 佐藤　裕子 平27. 4.15歯   診療所
     西村歯167 西村山郡河北町谷地甲１９８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43723,3117,9 太田歯科医院 〒990-1101 0237-62-2322太田　俊子 太田　俊子 平27. 8. 1歯   診療所
     西村歯168 西村山郡大江町大字左沢８８７－常　勤:    2 交代 現存
     ３ (歯       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43823,3118,7 さくら歯科クリニック〒999-3533 0237-73-4182村尾　宏文 村尾　宏文 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     西村歯169 西村山郡河北町西里字白山堂７６常　勤:    1 新規 現存
     ３番地の２ (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43924,3009,6 庄司歯科医院 〒999-4113 0237-35-2122庄司　建二 庄司　建二 昭60.12. 2歯   診療所
     北村歯15 北村山郡大石田町大字今宿字鷺ノ常　勤:    1 新規 現存
     原３９３－６２ (歯       1) 平27.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44024,3013,8 石山歯科クリニック 〒999-4112 0237-36-1788石山　武徳 石山　武徳 平16. 5. 6歯   小歯 歯外診療所
     北村歯19 北村山郡大石田町緑町１１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44124,3014,6 吾妻歯科クリニック 〒999-4116 0237-35-6480吾妻　聡 吾妻　聡 平18.11. 2歯   矯歯 小歯診療所
     北村歯20 北村山郡大石田町駅前通り６番地常　勤:    1 移転 歯外 現存
     １ (歯       1) 平24.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44224,3015,3 神部歯科医院 〒999-4111 0237-35-2037神部　毅 神部　毅 平22. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     北村歯21 北村山郡大石田町大字大石田丁６常　勤:    3 新規 現存
     ５－２ (歯       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44325,3008,5 デンタル美光 〒999-4601 0233-32-3512土井　万佐男 土井　万佐男 昭61.10.15歯   診療所
     最歯14 最上郡舟形町舟形４９３－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44425,3009,3 真室歯科医院 〒999-5312 0233-62-2058真室　司 真室　司 平 2.12. 1歯   診療所
     最歯15 最上郡真室川町新町９２番地 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44525,3012,7 医療法人小川歯科医院〒999-6101 0233-43-2341医療法人小川歯科医院吉澤　さゆり 平 4. 1. 1歯   矯歯 診療所
     最歯18 最上郡最上町大字向町５９５－９常　勤:    2　理事長　吉澤　さゆ 新規 現存
     (歯       2)り 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44625,3017,6 医療法人社団向町成原〒999-6101 0233-46-1405医療法人社団成原歯科齋藤　太嘉志 平11. 6. 1歯   診療所
     最歯23 歯科医院 最上郡最上町大字向町字向町５０常　勤:    1医院　理事長　成原　 新規 現存
     －８ (歯       1)雅道 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44725,3018,4 鮭川歯科診療所 〒999-5202 0233-55-4189金澤　正陽 金澤　正陽 平13. 7. 2歯   診療所
     最歯24 最上郡鮭川村佐渡２００７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44825,3023,4 しばた歯科医院 〒999-5402 0233-64-3234柴田　康之 柴田　康之 平22. 6. 1歯   歯外 診療所
     最歯29 最上郡金山町大字金山９２２番３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44925,3025,9 まき歯科クリニック 〒999-5402 0233-64-3280大髙　慎 大髙　慎 平27. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     最歯31 最上郡金山町金山３１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45025,3026,7 伊藤歯科医院 〒999-5312 0233-62-2338伊藤　直樹 伊藤　直樹 平28. 6. 1歯   診療所
     最歯32 最上郡真室川町大字新町１４１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45126,3011,7 長十歯科医院 〒999-0121 0238-42-5152金子　信一郎 金子　信一郎 昭52.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東置歯32 東置賜郡川西町上小松１５１７－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45226,3017,4 つちや歯科医院 〒992-0351 0238-52-0464土屋　衛 土屋　衛 昭60.12.16歯   歯外 小歯診療所
     東置歯37 東置賜郡高畠町大字高畠４２２－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ７ (歯       1) 平27.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45326,3023,2 むらかみ歯科医院 〒992-0351 0238-52-4855村上　貴志 村上　貴志 平12.11. 1歯   診療所
     東置歯43 東置賜郡高畠町高畠中川原２１５常　勤:    1 新規 現存
     ２－８５ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45426,3027,3 医療法人八木歯科医院〒992-0351 0238-52-0117医療法人八木歯科医院八木　洋二郎 平17. 3. 1歯   矯歯 診療所
     東置歯47 東置賜郡高畠町高畠１４８２ 常　勤:    2　理事長　八木　洋二 組織変更 現存
     (歯       2)郎 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45526,3029,9 医療法人千葉歯科医院〒999-2175 0238-57-4618医療法人千葉歯科医院千葉　伸 平19. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東置歯49 東置賜郡高畠町福沢南１７－１ 常　勤:    1　理事長　千葉　伸 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45626,3032,3 わたなべデンタルクリ〒992-0264 0238-56-3888渡部　卓希 渡部　卓希 平24. 2. 1歯   診療所
     東置歯52 ニック 東置賜郡高畠町大字馬頭７２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
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  45726,3033,1 髙畠歯科クリニック 〒999-2178 0238-58-0814医療法人髙安会　理事安日　純 平24. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東置歯53 東置賜郡高畠町大字上平柳２０９常　勤:    1長　安日　純 組織変更 現存
     ９番地の２ (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45826,3034,9 安川歯科クリニック 〒999-0121 0238-54-0210安川　和夫 安川　和夫 平24. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     東置歯54 東置賜郡川西町大字上小松９１５常　勤:    1 新規 現存
     －５ (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45926,3035,6 顎口腔クリニック根岸〒992-0343 0238-40-8248宮田　諭 宮田　諭 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東置歯55 山 東置賜郡高畠町大字根岸５１１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46026,3036,4 ふなやま歯科医院 〒999-0121 0238-42-3057舩山　敏昭 舩山　敏昭 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     東置歯56 東置賜郡川西町大字上小松１０７常　勤:    3 移転 現存
     ８－１ (歯       3) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46126,3037,2 松岸歯科医院 〒999-0122 0238-46-3563松岸　潔 松岸　潔 平27. 1. 2歯   矯歯 診療所
     東置歯57 東置賜郡川西町大字中小松２８３常　勤:    1 交代 現存
     ２－３ (歯       1) 平27. 1. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46226,3038,0 ますぶちデンタルクリ〒992-0351 0238-52-0014庄司　加奈子 庄司　加奈子 平28.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東置歯58 ニック 東置賜郡高畠町大字高畠８２７ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46326,3039,8 桜井歯科医院　糠野目〒999-2174 0238-57-3211医療法人　優桜会　理櫻井　厚 平30. 6. 1歯   診療所
     東置歯59 診療所 東置賜郡高畠町大字福沢８１番地常　勤:    2事長　櫻井　厚 組織変更 現存
     の２ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46427,3010,7 岩崎歯科医院 〒992-0832 0238-85-2003岩崎　盾二 岩崎　盾二 昭51. 3. 1歯   診療所
     西置歯20 西置賜郡白鷹町大字荒砥乙９６５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46527,3022,2 加藤歯科医院 〒999-1363 0238-62-2678加藤　一義 加藤　一義 平 5. 4. 1歯   診療所
     西置歯32 西置賜郡小国町大字小国小坂町３常　勤:    1 新規 現存
     ９９ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46627,3023,0 五十嵐歯科医院 〒992-0831 0238-85-2075五十嵐　悟 五十嵐　悟 平 5.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     西置歯33 西置賜郡白鷹町大字荒砥甲９５５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
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  46727,3030,5 佐藤歯科医院 〒992-0832 0238-85-2422佐藤　充弘 佐藤　充弘 平18. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     西置歯40 西置賜郡白鷹町荒砥乙１０１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46830,3021,8 三川歯科医院 〒997-1301 0235-66-2800佐藤　完治 佐藤　完治 昭60. 8.15歯   診療所
     東田歯28 東田川郡三川町大字横山字袖東２常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平24. 8.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46930,3026,7 南野歯科医院 〒999-7727 0234-44-2118井桝　光孝 井桝　光孝 平 5. 2. 1歯   診療所
     東田歯33 東田川郡庄内町南野字北野１８－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47030,3029,1 太田デンタルクリニッ〒999-7781 0234-43-3344太田　忍 太田　忍 平 8.12. 1歯   矯歯 診療所
     東田歯36 ク 東田川郡庄内町余目字猿田８８－常　勤:    2 移転 現存
     ６ (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47130,3030,9 医療法人　原田歯科 〒999-7707 0234-42-2255医療法人原田歯科　理原田　啓 平 9.12. 1歯   診療所
     東田歯37 東田川郡庄内町廿六木字三百地２常　勤:    1事長　原田　啓 組織変更 現存
     ０－５ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47230,3035,8 斉藤歯科医院 〒999-7781 0234-43-3330斉藤　仁 斉藤　仁 平14.12. 2歯   診療所
     東田歯42 東田川郡庄内町余目字三人谷地１常　勤:    3 移転 現存
     ５５－２ (歯       3) 平26.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47330,3037,4 局山堂山蔦歯科医院 〒999-7781 0234-43-2107山蔦　知史 山蔦　知史 平17. 5. 1歯   診療所
     東田歯44 東田川郡庄内町余目字三人谷地１常　勤:    1 交代 現存
     ７ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47430,3038,2 いのこファミリー歯科〒997-1316 0235-64-1520中村　あい 中村　あい 平25. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東田歯45 医院 東田川郡三川町大字猪子字大堰端常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ３３１－８ (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47530,3039,0 マエストロデンタルク〒997-1316 0235-64-1407水沼　一昭 水沼　一昭 平25. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     東田歯46 リニック 東田川郡三川町大字猪子字和田庫常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １２８－１ (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47630,3040,8 奥山歯科診療所 〒999-6601 0234-56-2336飯渕　義晃 飯渕　義晃 平28. 1.23歯   歯外 小歯診療所
     東田歯47 東田川郡庄内町狩川字楯下１１４常　勤:    2 交代 現存
     －１ (歯       2) 平28. 1.23
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  47732,3010,7 高橋歯科医院 〒999-8521 0234-77-3229高橋　秀男 高橋　秀男 昭54. 8. 1歯   診療所
     飽歯14 飽海郡遊佐町大字吹浦字苗代６１常　勤:    2 新規 現存
     －１ (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47832,3014,9 土門歯科医院 〒999-8301 0234-72-4533土門　宏樹 土門　宏樹 昭62. 7. 1歯   診療所
     飽歯18 飽海郡遊佐町遊佐字前田４－９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47932,3018,0 佐々木歯科医院 〒999-8301 0234-72-2715佐々木　篤 佐々木　篤 平 7.12. 1歯   診療所
     飽歯22 飽海郡遊佐町大字遊佐町字鶴田４常　勤:    1 新規 現存
     ７－１０ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48032,3019,8 大網歯科医院 〒999-8301 0234-72-2132大網　旬子 大網　旬子 平 8. 4.28歯   診療所
     飽歯23 飽海郡遊佐町大字遊佐町字京田１常　勤:    1 新規 現存
     ８－９ (歯       1) 平29. 4.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48132,3021,4 大滝歯科医院 〒999-8301 0234-72-2199医療法人大滝歯科医院大瀧　晃一 平 9. 5. 1歯   歯外 診療所
     飽歯25 飽海郡遊佐町大字遊佐町字高砂４常　勤:    2　理事長　大瀧　晃一 その他 現存
     ７－１ (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


