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    1010,031,0 大橋歯科 〒464-0016 052-762-2735大橋　健二 大橋　健二 昭33.10. 1歯   小歯 診療所
     は千種31 名古屋市千種区希望ケ丘３－７－常　勤:    2 現存
     １ (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,060,9 愛知学院大学歯学部附〒464-8651 052-759-2111学校法人愛知学院　理福田　理 昭60. 3. 1一般        44病院
     (011,060,2) 属病院 名古屋市千種区末盛通り２－１１常　勤:  139事長　山本　健善 新規 歯   矯歯 小歯現存
     は千種60 (医      10) 平30. 3. 1内   外   耳い
     (歯     129) 麻   小   歯外
     非常勤:  423
     (医      18)
     (歯     405)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,077,3 つづき歯科医院 〒464-0034 052-781-0124辻築　一宇 辻築　一宇 昭44. 4. 1歯   診療所
     は千種77 名古屋市千種区清住町３－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4010,097,1 吉田歯科医院 〒464-0802 052-781-0636吉田　雅生 吉田　雅生 昭55. 3. 1歯   診療所
     は千種97 名古屋市千種区星が丘元町１５－常　勤:    2 現存
     ２１ (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5010,098,9 アポロデンタルクリニ〒464-0854 052-733-1418五島　康博 五島　康博 昭39. 8. 1歯   診療所
     は千種98 ック 名古屋市千種区大久手町６－１７常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6010,113,6 福沢歯科 〒464-0848 052-763-0365福沢　聰 福沢　聰 昭48. 5. 1歯   診療所
     は千種113 名古屋市千種区春岡１－１１－１常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7010,114,4 瀧川歯科 〒464-0850 052-733-1648瀧川　融 瀧川　融 平15. 9. 1歯   診療所
     は千種114 名古屋市千種区今池５－７－２サ常　勤:    2 移動 現存
     ラヤビル２階 (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8010,125,0 大口歯科医院 〒464-0802 052-782-0772大口　弘和 大口　弘和 昭49. 7. 1歯   診療所
     は千種125 名古屋市千種区星が丘元町３－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9010,132,6 田中矯正歯科医院 〒464-0817 052-781-6480田中　耕平 田中　耕平 昭50. 3. 1歯   矯歯 診療所
     は千種132 名古屋市千種区見附町１－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   10010,134,2 神谷歯科医院 〒464-0026 052-781-0006神谷　直秀 神谷　直秀 昭50. 3. 1歯   診療所
     は千種134 名古屋市千種区井上町１０３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11010,136,7 川村歯科医院 〒464-0847 052-751-3753川村　康彦 川村　康彦 昭50. 3.18歯   診療所
     は千種136 名古屋市千種区春岡通７－８１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12010,139,1 朝倉歯科 〒464-0073 052-751-3491朝倉　信 朝倉　信 昭50. 8. 1歯   小歯 診療所
     は千種139 名古屋市千種区高見１－６－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13010,143,3 ＤＥＮＴＡＬ　ＯＦＦ〒464-0821 052-763-0878斎藤　佳雄 斉藤　佳雄 昭59. 7.16歯   診療所
     は千種143 ＩＣＥ　斉藤歯科室 名古屋市千種区末盛通３－３４　常　勤:    2 現存
     ＳＫＹビル２階 (歯       2) 平29. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14010,144,1 長谷川歯科 〒464-0008 052-773-5600長谷川　徹雄 長谷川　徹雄 昭50.12. 1歯   診療所
     は千種144 名古屋市千種区宮根台１－３－３常　勤:    1 現存
     ４ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15010,145,8 高木歯科医院 〒464-0073 052-751-4154高木　健司 高木　健司 昭50.12.29歯   小歯 診療所
     は千種145 名古屋市千種区高見１－８－１２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16010,153,2 富岡歯科医院 〒464-0094 052-711-5883富岡　正巳 富岡　正己 昭52. 2. 1歯   小歯 診療所
     は千種153 名古屋市千種区赤坂町４－７２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17010,155,7 北山歯科医院 〒464-0077 052-722-0458北山　恭三 北山　恭三 昭52. 4. 1歯   診療所
     は千種155 名古屋市千種区神田町３２－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18010,158,1 御影歯科 〒464-0014 052-723-1180加藤　裕生 加藤　裕生 昭52. 7. 1歯   小歯 診療所
     は千種158 名古屋市千種区御影町２－４３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19010,163,1 国松歯科医院 〒464-0817 052-781-3210国松　大二郎 国松　大二郎 昭54. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は千種163 名古屋市千種区見附町１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
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   20010,164,9 松永歯科 〒464-0850 052-733-1048松永　博司 松永　博司 昭54. 5. 1歯   診療所
     は千種164 名古屋市千種区今池４－９－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21010,165,6 青柳歯科 〒464-0071 052-711-1494青柳　公夫 青柳　公夫 昭54. 6. 1歯   診療所
     は千種165 名古屋市千種区若水３－１０－２常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22010,166,4 山田歯科医院 〒464-0076 052-722-8285山田　岳 山田　岳 昭54. 7. 1歯   診療所
     は千種166 名古屋市千種区豊年町４－１３　常　勤:    1 現存
     中京レンガビルＢ棟Ｅ－１ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23010,167,2 まきの歯科 〒464-0005 052-773-9555牧野　雅樹 牧野　雅樹 昭54. 7. 1歯   小歯 診療所
     は千種167 名古屋市千種区千代が丘６－１０常　勤:    1 現存
     　平和ビル１階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24010,173,0 コスモ歯科 〒464-0005 052-775-0167滝田　浩 滝田　浩 昭55. 3.25歯   診療所
     は千種173 名古屋市千種区千代が丘５－５０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25010,175,5 竹内歯科医院 〒464-0821 052-751-3802竹内　守彦 竹内　守彦 平10. 3.26歯   小歯 診療所
     は千種175 名古屋市千種区末盛通２－１２－常　勤:    1 移動 現存
     ４ (歯       1) 平28. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26010,178,9 松前歯科医院 〒464-0850 052-731-9208松前　博文 松前　博文 昭56.10.23歯   小歯 診療所
     は千種178 名古屋市千種区今池１－４－１４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27010,179,7 ほづみ歯科医院 〒464-0850 052-732-3106穂積　義廣 穂積　義廣 昭57. 6. 1歯   診療所
     は千種179 名古屋市千種区今池４－１－１７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28010,182,1 東山歯科医院 〒464-0076 052-711-4582東山　佳子 東山　佳子 平 9. 4.21歯   小歯 診療所
     は千種182 名古屋市千種区豊年町２０－１１常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平30. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29010,183,9 松山歯科医院 〒464-0827 052-763-6480松山　栄三 松山　栄三 昭58. 4. 1歯   小歯 診療所
     は千種183 名古屋市千種区田代本通４－１４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   30010,184,7 余語歯科 〒464-0847 052-761-2600余語　修 余語　修 昭58. 6. 1歯   小歯 診療所
     は千種184 名古屋市千種区春岡通７－３４－常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31010,185,4 高島歯科医院 〒464-0852 052-741-1152高島　道夫 高島　道夫 昭59. 7. 1歯   診療所
     は千種185 名古屋市千種区青柳町７－４６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32010,186,2 蜂谷歯科医院 〒464-0021 052-761-4458蜂谷　幸正 蜂谷　幸正 昭59. 8. 1歯   診療所
     は千種186 名古屋市千種区鹿子殿３－１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33010,191,2 いけもり矯正歯科 〒464-0035 052-782-0418池森　由幸 池森　由幸 平 7. 8.18矯歯 歯   診療所
     は千種191 名古屋市千種区橋本町１－１３ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28. 8.18
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34010,193,8 山上歯科 〒464-0858 052-741-1151山上　隆裕 山上　隆裕 昭61. 5. 1歯   診療所
     は千種193 名古屋市千種区千種１－９－１０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35010,194,6 はやし歯科 〒464-0084 052-722-5777林　純市 林　純市 昭61. 6. 1歯   小歯 診療所
     は千種194 名古屋市千種区松軒１－７－１９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36010,195,3 北村歯科 〒464-0850 052-732-0418北村　恒康 北村　恒康 昭61. 8. 1歯   診療所
     は千種195 名古屋市千種区今池５－５－７北常　勤:    1 現存
     村ビル２階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37010,196,1 石井歯科 〒464-0095 052-712-0200石井　揚 石井　揚 昭61.10. 1歯   矯歯 診療所
     は千種196 名古屋市千種区天満通１－１１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38010,197,9 渡辺医院歯科室 〒464-0006 052-723-3331渡邊　洋 渡辺　洋 昭62. 7. 1歯   小歯 診療所
     は千種197 名古屋市千種区光が丘２－１４－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39010,198,7 わんぱく歯科 〒464-0850 052-733-8757竹本　憲夫 竹本　憲夫 昭62. 6. 1小歯 診療所
     は千種198 名古屋市千種区今池３－４－１８常　勤:    1 現存
     　宝今池ハイツ１階 (歯       1) 平29. 6. 1
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   40010,200,1 平岡歯科医院 〒464-0032 052-762-8211平岡　道郎 平岡　道郎 昭62.10. 1歯   小歯 診療所
     は千種200 名古屋市千種区猫洞通３－２－５常　勤:    2 現存
     　ＯＫハイツ１階 (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41010,201,9 渡辺小児歯科 〒464-0026 052-781-4545平場　宣子 平場　宣子 昭63. 1.19歯   小歯 診療所
     は千種201 名古屋市千種区井上町１１６　井常　勤:    1 現存
     上協栄ビル３階 (歯       1) 平30. 1.19
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42010,202,7 小野寺歯科 〒464-0027 052-784-2800小野寺　良修 小野寺　良修 平16. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は千種202 名古屋市千種区新池町３－１５ 常　勤:    1 移動 小歯 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43010,203,5 池下安井歯科 〒464-0067 052-752-6611安井　滋 安井　滋 昭63.11. 1歯   矯歯 診療所
     は千種203 名古屋市千種区池下１－１１－８常　勤:    1 現存
     ニシノビル２階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44010,204,3 くまざわ歯科 〒464-0848 052-761-0211熊澤　浩一 熊澤　浩一 平10.10.12歯   小歯 矯歯診療所
     は千種204 名古屋市千種区春岡１－５－３ス常　勤:    1 移動 現存
     テージ池下２階 (歯       1) 平28.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45010,205,0 大久手歯科クリニック〒464-0850 052-741-4618荒尾　和子 荒尾　和子 平元. 4. 1歯   小歯 診療所
     は千種205 名古屋市千種区今池３－４１－１常　勤:    1 現存
     ５ (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46010,206,8 三輪歯科・矯正歯科 〒464-0823 052-762-3030三輪　英幸 三輪　英幸 平元. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は千種206 名古屋市千種区松竹町２－６６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47010,207,6 つげ歯科医院 〒464-0035 052-781-2223拓植　誠 柘植　誠 平元. 9. 1歯   小歯 診療所
     は千種207 名古屋市千種区橋本町１－３９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   48010,209,2 阪本歯科 〒464-0850 052-741-6480坂本　優仁 阪本　優仁 平 3. 2. 1歯   小歯 診療所
     は千種209 名古屋市千種区今池４－１３－６常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49010,210,0 吉田ファミリー歯科 〒464-0092 052-722-8211吉田　憲生 吉田　憲生 平 8. 3. 1歯   小歯 診療所
     は千種210 名古屋市千種区茶屋が坂１－２１常　勤:    1 移動 現存
     －２４ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50010,211,8 千代田橋歯科 〒464-0011 052-722-1190野々垣　秀一 野々垣　秀一 平18. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は千種211 名古屋市千種区千代田橋２－２－常　勤:    1 移動 歯外 現存
     ２　アピタ千代田橋オレンジガー(歯       1) 平30. 5. 1
     デン 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51010,212,6 藤井・こすが歯科 〒464-0097 052-711-7531藤井　尚雄 藤井　尚雄 平27. 4.16歯   小歯 矯歯診療所
     は千種212 名古屋市千種区鍋屋上野町東脇１常　勤:    2 移動 歯外 現存
     ０３３－２ (歯       2) 平27. 4.16
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52010,218,3 伊與木歯科医院 〒464-0036 052-751-3536伊藤　隆子 伊藤　隆子 平 7. 7. 1歯   診療所
     は千種218 名古屋市千種区本山町４－２７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53010,219,1 今池ビル歯科 〒464-0850 052-731-8055原　正勝 原　正勝 平 7.11. 5歯   診療所
     は千種219 名古屋市千種区今池５－１－５名常　勤:    1 交代 現存
     古屋センタ－プラザビル６階 (歯       1) 平28.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54010,221,7 ムカイダ歯科医院 〒464-0006 052-722-1007向田　吉範 向田　吉範 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     は千種221 名古屋市千種区光が丘１－３－６常　勤:    1 新規 現存
     シティコーポ光が丘１－１０３ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55010,222,5 鈴木歯科医院 〒464-0035 052-781-9723鈴木　慎一 鈴木　慎一 平 8.10.14歯   矯歯 診療所
     は千種222 名古屋市千種区橋本町１－５７－常　勤:    1 交代 現存
     ４ (歯       1) 平29.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56010,223,3 佐久間歯科 〒464-0084 052-723-7000佐久間　秀人 佐久間　秀人 平 9. 9. 1歯   小歯 診療所
     は千種223 名古屋市千種区松軒２－１３－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57010,224,1 橋岡デンタルオフィス〒464-0819 052-784-2065橋岡　俊樹 橋岡　俊樹 平 9.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は千種224 名古屋市千種区四谷通１－１７四常　勤:    2 新規 歯外 現存
     谷インプレス２階 (歯       2) 平24.10. 1
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   58010,225,8 いしはら歯科 〒464-0816 052-762-6486石原　弘康 石原　弘康 平 9.11. 1歯   診療所
     は千種225 名古屋市千種区鏡池通１－１－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59010,226,6 さいとう歯科医院 〒464-0841 052-764-5090齋藤　彰久 齋藤　彰久 平 9.11. 1歯   小歯 診療所
     は千種226 名古屋市千種区覚王山通８－７０常　勤:    2 新規 現存
     －１サンクレア池下４階 (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60010,227,4 ルーツストーンデンタ〒464-0819 052-789-1818近藤　輝明 近藤　輝明 平 9.11. 1歯   小歯 診療所
     は千種227 ルクリニック 名古屋市千種区四谷通２－１０ル常　勤:    1 新規 現存
     ーツストーンパート２　３階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61010,233,2 吉田歯科室 〒464-0032 052-781-0066吉田　康一 吉田　康一 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     は千種233 名古屋市千種区猫洞通２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62010,234,0 安藤歯科医院 〒464-0032 052-781-1274安藤　博史 安藤　博史 平11. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は千種234 名古屋市千種区猫洞通５－２５－常　勤:    1 交代 現存
     ２ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63010,235,7 大島町歯科 〒464-0833 052-759-0557牧　英次郎 牧　英次郎 平11. 6. 1歯   診療所
     は千種235 名古屋市千種区大島町２－７７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64010,236,5 デンタルオフィス自由〒464-0044 052-753-2050山岸　武志 山岸　武志 平11. 8. 1歯   小歯 診療所
     は千種236 ケ丘 名古屋市千種区自由ケ丘２－１０常　勤:    2 新規 現存
     －２３グランドール千種台１階 (歯       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65010,237,3 後藤歯科 〒464-0042 052-712-3773後藤　洋 後藤　洋 平11. 9. 1歯   小歯 診療所
     は千種237 名古屋市千種区南ケ丘１－１０－常　勤:    1 新規 現存
     ６７ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66010,239,9 渡辺歯科医院 〒464-0086 052-711-7469渡辺　晋也 渡辺　晋也 平13. 1. 1歯   診療所
     は千種239 名古屋市千種区萱場２－１２－２常　勤:    2 交代 現存
     ２ (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67010,241,5 日進通デンタルクリニ〒464-0844 052-753-1182永津　義隆 永津　義隆 平13. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は千種241 ック 名古屋市千種区日進通３－１３－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   68010,247,2 池下矯正歯科 〒464-0066 052-757-5887堀田　邦孝 堀田　邦孝 平14. 8. 1矯歯 診療所
     は千種247 名古屋市千種区池下町２－１５ハ常　勤:    1 新規 現存
     クビ池下ビル３０２ (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69010,249,8 かきぬま歯科クリニッ〒464-0821 052-762-5231柿沼　朱紀 柿沼　朱紀 平15. 1. 1歯   小歯 診療所
     は千種249 ク 名古屋市千種区末盛通１－１７中常　勤:    1 交代 現存
     久木ビル２階 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70010,250,6 ののむら歯科クリニッ〒464-0807 052-781-4182野々村　友佑 野々村　友佑 平15. 3. 1歯   小歯 診療所
     は千種250 ク 名古屋市千種区東山通３－６ナシ常　勤:    1 新規 現存
     ョナルヤガタビル２階 (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71010,253,0 糸山歯科医院 〒464-0826 052-762-2244糸山　暁 糸山　暁 平15. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は千種253 名古屋市千種区川崎町１－１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72010,254,8 吉友歯科医院 〒464-0074 052-751-5313吉友　有祐 吉友　有祐 平15.10. 1歯   診療所
     は千種254 名古屋市千種区仲田２－３－２０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73010,256,3 城山パーク歯科 〒464-0821 052-762-6480大野　雄弘 大野　雄弘 平16. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は千種256 名古屋市千種区末盛通３－６和田常　勤:    1 新規 歯外 現存
     眼科ビル１階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74010,257,1 きた歯科クリニック 〒464-0002 052-772-0015北　博之 北　博之 平16. 3. 1歯   小歯 診療所
     は千種257 名古屋市千種区香流橋２－５－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75010,258,9 オオシマ歯科 〒464-0031 052-753-0648大島　勝也 大島　勝也 平16. 3. 1歯   小歯 診療所
     は千種258 名古屋市千種区徳川山町５－１－常　勤:    1 交代 現存
     １５ (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76010,260,5 東山通歯科クリニック〒464-0807 052-784-0418岡本　好正 岡本　好正 平16. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は千種260 名古屋市千種区東山通２－１５－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77010,261,3 歯科こうよう 〒464-0034 052-782-4111小笹　光洋 小笹　光洋 平16.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は千種261 名古屋市千種区清住町１－６９－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   78010,262,1 アルスきょうせい歯科〒464-0802 052-781-3533医療法人アルスきょう宮尾　悦子 平17. 1. 1矯歯 歯   診療所
     は千種262 名古屋市千種区星が丘元町１４－常　勤:    1せい歯科　理事長　宮 組織変更 現存
     ７星ケ丘１４７ビル３階 (歯       1)尾　悦子 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79010,264,7 森歯科クリニック 〒464-0075 052-741-1688森　泰造 森　泰造 平17. 3. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     は千種264 名古屋市千種区内山３－２－１７常　勤:    1 新規 歯外 現存
     森ビル２Ｆ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80010,265,4 ノエルデンタルクリニ〒464-0056 052-764-2226福岡　俊一 福岡　俊一 平17. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は千種265 ック 名古屋市千種区月見坂町１－１４常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81010,267,0 今池加藤歯科 〒464-0850 052-731-3323加藤　雅己 加藤　雅己 平17. 4. 1歯   診療所
     は千種267 名古屋市千種区今池１－１２－１常　勤:    1 交代 現存
     ３サンアミビレッジ２階 (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82010,271,2 星ヶ丘デンタルクリニ〒464-0026 052-781-1622亀山　威一郎 亀山　威一郎 平18. 3. 1歯   矯歯 診療所
     は千種271 ック・矯正歯科 名古屋市千種区井上町４９－１名常　勤:    1 新規 現存
     古屋星ヶ丘ビル３階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83010,272,0 医療法人慶友会　えが〒464-0848 052-764-3722医療法人慶友会　理事山下　久明 平18. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は千種272 お歯科ＨＡＲＵＯＫＡ名古屋市千種区春岡１－２５－１常　勤:    1長　伊藤　文一 組織変更 現存
     ４ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84010,273,8 覚王山歯科 〒464-0835 052-752-6564髙橋　健太 髙橋　健太 平18. 4.20歯   小歯 診療所
     は千種273 名古屋市千種区御棚町１－３６Ｔ常　勤:    1 交代 現存
     ファイブビル２階 (歯       1) 平30. 4.20
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85010,274,6 医療法人浩蘭会デンタ〒464-0841 052-751-1185医療法人浩蘭会　理事増田　丈浩 平18. 4. 1歯   矯歯 診療所
     は千種274 ルオフィス増田 名古屋市千種区覚王山通９－２５常　勤:    1長　増田　丈浩 組織変更 現存
     覚王山ハイツクローバー１階 (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86010,275,3 黒須歯科医院 〒464-0806 052-781-9848黒須　康成 黒須　康成 平18. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は千種275 名古屋市千種区唐山町２－２６ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   87010,276,1 ミチコ矯正歯科クリニ〒464-0026 052-789-1318田添　美智子 田添　美智子 平18. 6. 1矯歯 歯   診療所
     は千種276 ック 名古屋市千種区井上町６６星ヶ丘常　勤:    1 新規 現存
     ＩＳビル２階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88010,277,9 春岡歯科クリニック 〒464-0848 052-752-1144和波　照明 和波　照明 平19. 3. 1歯   診療所
     は千種277 名古屋市千種区春岡２－２４－１常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89010,278,7 イーストデンタルクリ〒464-0807 052-782-8680夏山　恭子 夏山　恭子 平19. 3. 1歯   小歯 診療所
     は千種278 ニック 名古屋市千種区東山通５－１１２常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90010,279,5 にいのみデンタルクリ〒464-0858 052-745-0880新實　一仁 新實　一仁 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     は千種279 ニック 名古屋市千種区千種２－２４－２常　勤:    1 新規 現存
     千種タワーヒルズ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91010,280,3 塚本歯科クリニック 〒464-0071 052-722-8778医療法人ティーアンド塚本　高久 平19. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は千種280 名古屋市千種区若水３－２０－２常　勤:    4シー　理事長　塚本　 組織変更 現存
     ４ (歯       4)高久 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92010,281,1 はるおか通り歯科 〒464-0850 052-602-6480加藤　栄蔵 加藤　栄蔵 平19. 6. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は千種281 名古屋市千種区今池５－１６－１常　勤:    1 新規 小歯 現存
     ７ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93010,282,9 吹上デンタルクリニッ〒464-0858 052-734-5237丹羽　誠 丹羽　誠 平19. 6. 1歯   小歯 診療所
     は千種282 ク 名古屋市千種区千種２－１６－１常　勤:    1 交代 現存
     ３ (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94010,283,7 デンタルアリス 〒464-0026 052-781-6040医療法人雅会　理事長田村　剛 平19.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は千種283 名古屋市千種区井上町１１３星ヶ常　勤:    1　浅井　昭博 新規 歯外 現存
     丘中央ビル３階 (歯       1) 平25.12. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95010,284,5 つるさこ歯科・矯正歯〒464-0827 052-938-6358鶴迫　有子 鶴迫　有子 平20.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は千種284 科 名古屋市千種区田代本通５－９ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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   96010,285,2 あさくら歯科クリニッ〒464-0087 052-725-9919朝倉　昭子 朝倉　昭子 平21. 5. 1歯   小歯 診療所
     は千種285 ク 名古屋市千種区清明山１－１－１常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97010,291,0 とみたか歯科クリニッ〒464-0094 052-723-7111冨高　優子 冨髙　優子 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は千種291 ク 名古屋市千種区赤坂町２－３１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98010,293,6 本山歯科医院 〒464-0819 052-781-6181医療法人優寿会　理事中尾　敦子 平22.10. 1歯   小歯 診療所
     は千種293 名古屋市千種区四谷通１－６－１常　勤:    4長　竹内　俊充 組織変更 現存
     脇田ビル２階 (歯       4) 平28.10. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99010,295,1 新田歯科医院 〒464-0067 052-751-8762新田　義人 新田　義人 平23. 4. 1歯   診療所
     は千種295 名古屋市千種区池下２－１－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100010,298,5 高田歯科室 〒464-0850 052-733-0610医療法人高田歯科室　高田　英明 平23.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は千種298 名古屋市千種区今池１－６－２ 常　勤:    2理事長　高田　英明 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101010,299,3 武田歯科医院 〒464-0847 052-731-4009武田　徹 武田　徹 平24. 2. 1歯   診療所
     は千種299 名古屋市千種区春岡通５－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102010,300,9 本山デンタルクリニッ〒464-0807 052-781-9876澤田　真人 澤田　真人 平24. 5. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は千種300 ク 名古屋市千種区東山通２－３－１常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103010,301,7 おかむらファミリー歯〒464-0071 052-711-6480岡村　文 盧　文 （岡村文 ）平24. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は千種301 科 名古屋市千種区若水３－５－２９常　勤:    2 新規 歯外 現存
     　　若水ビル２Ｆ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104010,302,5 医療法人社団　大栄会〒464-0075 052-715-7770医療法人社団　大栄会佐橋　弘高 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は千種302 　名古屋桜通デンタル名古屋市千種区内山３－２１－２常　勤:    1　理事長　清水　睦博 移動 現存
     クリニック ３キャッスル北沢１階 (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:   11
     (歯      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  105010,303,3 杉の子歯科 〒464-0821 052-762-6501杉山　昌也 杉山　昌也 平25.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は千種303 名古屋市千種区末盛通１－１８覚常　勤:    2 交代 現存
     王ハイツ２０１ (歯       2) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106010,304,1 馬場歯科医院 〒464-0848 052-762-1212馬場　聡 馬場　聡 平26. 2. 1歯   小歯 診療所
     は千種304 名古屋市千種区春岡１－２－１０常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107010,305,8 青山歯科医院 〒464-0093 052-722-0181青山　剛大 青山　剛大 平26. 7. 1歯   診療所
     は千種305 名古屋市千種区茶屋坂通２－２８常　勤:    1 交代 現存
     茶屋坂マンション２階 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108010,306,6 たつ歯科クリニック 〒464-0093 052-722-4182医療法人瑠友会　理事遠山　達彦 平26. 7. 1歯   小歯 診療所
     は千種306 名古屋市千種区茶屋坂通２－６８常　勤:    1長　遠山　達彦 組織変更 現存
     －１グリーンコーポ茶屋ヶ坂Ｂ１(歯       1) 平26. 7. 1
     ０２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109010,308,2 たなか歯科クリニック〒464-0841 052-757-5600医療法人ＴＤＣ　理事田中　伸尚 平27. 1. 6歯   小歯 診療所
     は千種308 名古屋市千種区覚王山通９－１８常　勤:    3長　田中　伸尚 組織変更 現存
     覚王山センタービル２階 (歯       3) 平27. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110010,309,0 Ｌｉｎｏ　Ｓｕｇｉｎ〒464-0821 052-753-5006師田　依里 師田　依里 平27. 4. 1小歯 矯歯 診療所
     は千種309 ｏｋｏ　デンタルルー名古屋市千種区末盛通１－１８覚常　勤:    1 新規 現存
     ム 王ハイツ１０９ (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111010,310,8 おのこども歯科医院 〒464-0004 052-769-1183小野　俊朗 小野　俊朗 平27. 7. 1小歯 他   歯  診療所
     は千種310 名古屋市千種区京命１－１－３２常　勤:    1 新規 小児矯正歯科 現存
     アスティショッピングセンター２(歯       1) 平27. 7. 1
     階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112010,311,6 本山デンタルオフィス〒464-0807 052-783-0282柳田　史城 柳田　史城 平27. 9. 1歯   診療所
     は千種311 名古屋市千種区東山通１－１０－常　勤:    1 新規 現存
     １本山メディカルステーション２(歯       1) 平27. 9. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113010,313,2 藤正歯科医院 〒464-0095 052-711-8273藤正　英樹 藤正　英樹 平27.10. 1歯   小歯 診療所
     は千種313 名古屋市千種区天満通１－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27.10. 1
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  114010,315,7 東山デンタルクリニッ〒464-0807 052-781-5520医療法人ＰＢＣ　理事長縄　敬弘 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は千種315 ク 名古屋市千種区東山通５－８９－常　勤:    2長　長縄　敬弘 組織変更 現存
     １ (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115010,316,5 池下さくら歯科 〒464-0841 052-715-6480杉本　真一 杉本　真一 平28.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     は千種316 名古屋市千種区覚王山通８－７０常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     －１サンクレア池下４階 (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116010,317,3 山本歯科医院 〒464-0075 052-731-7860山本　智史 山本　智史 平29. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     は千種317 名古屋市千種区内山２－１４－４常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117010,318,1 いしはら歯科クリニッ〒464-0082 052-722-6822石原　茂人 石原　茂人 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は千種318 ク 名古屋市千種区上野３－２０－１常　勤:    3 交代 矯歯 現存
     １ (歯       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118010,319,9 星ヶ丘デンタルプラス〒464-0025 052-788-7270医療法人ぷらすわん　島田　大資 平29. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は千種319 名古屋市千種区桜が丘５０ 常　勤:    1理事長　片岡　海 交代 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119010,320,7 ごとう歯科クリニック〒464-0074 052-753-0550医療法人Ｄｅｎｔａｌ後藤　光三 平29. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は千種320 名古屋市千種区仲田１－８－１３常　勤:    1　Ｈｅａｌｔｈ　Ｓｕ 組織変更 歯外 現存
     ホーメスト仲田１階 (歯       1)ｐｐｏｒｔ　理事長　 平29. 6. 1
     後藤　光三
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120010,321,5 医療法人　誠仁会　か〒464-0086 052-739-6667医療法人誠仁会　理事志賀　正広 平29. 8. 1歯   小歯 診療所
     は千種321 やば歯科 名古屋市千種区萱場２－１３－２常　勤:    1長　有川　喜代志 交代 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121010,322,3 光が丘　塚本歯科クリ〒464-0006 052-722-8254医療法人　ティーアン篠原　佑輔 平30. 4. 1歯   診療所
     は千種322 ニック 名古屋市千種区光が丘１－１－１常　勤:    1ドシー　理事長　塚本 交代 現存
     ハイツニューキャッスル１階 (歯       1)　高久 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  122010,323,1 阿部歯科 〒464-0074 052-751-0613阿部　丈洋 阿部　丈洋 平30. 4.12歯   小歯 歯外診療所
     は千種323 名古屋市千種区仲田２－１８－１常　勤:    2 交代 現存
     ７ (歯       2) 平30. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123010,324,9 ＹＦ　ＤＥＮＴＡＬ　〒464-0073 052-784-7777藤井　芳仁 藤井　芳仁 平30. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     は千種324 ＯＦＦＩＣＥ 名古屋市千種区高見２－２－４３常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124020,048,2 Ｋ・Ｄｅｎｔａｌ　Ｏ〒461-0002 052-932-2311木村　迪治 木村　迪治 平 8. 2. 1歯   診療所
     は東48 ｆｆｉｃｅ木村歯科 名古屋市東区代官町３３－９　Ｋ常　勤:    1 移動 現存
     ．ＢＬＤＧ５階 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125020,050,8 タガワデンタルクリニ〒461-0011 052-931-2177医療法人幸医会　理事田川　智也 昭46. 7.19歯   矯歯 小歯診療所
     は東50 ック 名古屋市東区白壁５－５ 常　勤:    2長　田川　清 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126020,051,6 鹿田歯科医院 〒461-0035 052-935-5649鹿田　傑 鹿田　傑 昭52. 1. 1歯   診療所
     は東51 名古屋市東区黒門町８８－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127020,054,0 森歯科 〒461-0026 052-931-0703森　哲男 森　哲男 昭46.12.25歯   診療所
     は東54 名古屋市東区赤塚町３－２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128020,056,5 中原歯科医院 〒461-0025 052-935-1180中原　晋一 中原　晋一 平27.12.27歯   歯外 小歯診療所
     は東56 名古屋市東区徳川１－６０１ 常　勤:    2 移動 矯歯 現存
     (歯       2) 平27.12.27
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129020,058,1 東新歯科医院 〒461-0005 052-931-5850服部　繁夫 服部　繁夫 昭61.11. 1歯   診療所
     は東58 名古屋市東区東桜２－１１－１８常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130020,059,9 佐藤歯科 〒461-0004 052-935-0006佐藤　正明 佐藤　正明 昭48.10. 1歯   診療所
     は東59 名古屋市東区葵１－２５－１　ニ常　勤:    1 現存
     ッシンビル２階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131020,060,7 猪飼歯科医院 〒461-0011 052-962-3551猪飼　俊彦 猪飼　俊彦 昭54. 5.31歯   診療所
     は東60 名古屋市東区白壁２－８－２２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  132020,062,3 永原歯科医院 〒461-0011 052-932-2220永原　昭夫 永原　昭夫 昭49.11. 1歯   診療所
     は東62 名古屋市東区白壁３－１２－１３常　勤:    1 現存
     　中産連ビル本館１階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133020,065,6 たかはし歯科 〒461-0022 052-770-6713髙橋　佑臣 髙橋　佑臣 平29.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     は東65 名古屋市東区東大曽根町４６－９常　勤:    1 移動 現存
     －３ＤｉｏＬｕｃｅ大曽根１階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134020,067,2 山本歯科医院 〒461-0001 052-931-1716山本　徳夫 山本　徳夫 昭51. 7. 1歯   診療所
     は東67 名古屋市東区泉２－１５－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135020,071,4 千種橋歯科医院 〒461-0004 052-937-5855阪上　隆則 阪上　隆則 昭54. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は東71 名古屋市東区葵３－１５－３１千常　勤:    2 矯歯 現存
     種ビル２階 (歯       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136020,072,2 林歯科医院 〒461-0011 052-951-0768林　武史 林　武史 昭53. 4. 1歯   診療所
     は東72 名古屋市東区白壁１－４５　白壁常　勤:    1 現存
     ビル１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137020,073,0 水谷歯科 〒461-0016 052-951-0666水谷　茂樹 水谷　茂樹 昭53. 5. 1歯   診療所
     は東73 名古屋市東区上竪杉町２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138020,074,8 丹羽歯科 〒461-0045 052-723-0666丹羽　誠 丹羽　誠 昭54. 7. 1歯   小歯 診療所
     は東74 名古屋市東区砂田橋５－７－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139020,077,1 ササキ矯正デンタルオ〒461-0001 052-961-0033佐々木　隆 佐々木　隆 平24. 6. 1矯歯 歯   診療所
     は東77 フィス 名古屋市東区泉１－２３－３６Ｎ常　勤:    2 その他 現存
     ＢＮ泉ビル２階 (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140020,082,1 ばんの歯科 〒461-0027 052-932-2001坂野　晃 坂野　晃 昭57. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は東82 名古屋市東区芳野３－２－８　寿常　勤:    1 現存
     ゞやマンション芳野１０１ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141020,088,8 関戸歯科 〒461-0035 052-935-1182関戸　慶一郎 関戸　慶一郎 昭60.11. 1歯   小歯 診療所
     は東88 名古屋市東区黒門町３１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  142020,089,6 とうかい歯科クリニッ〒461-0025 052-935-0018宮川　香代子 宮川　香代子 昭61. 3. 1歯   小歯 診療所
     は東89 ク 名古屋市東区徳川２－１－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143020,091,2 日比歯科医院 〒461-0001 052-971-1456日比　栄一 日比　栄一 昭62. 2.13歯   診療所
     は東91 名古屋市東区泉１－７－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2.13
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144020,092,0 歯科大曽根クリニック〒461-0040 052-721-8688加藤　勝弥 加藤　勝弥 昭62. 7. 1歯   小歯 診療所
     は東92 名古屋市東区矢田１－３－３３　常　勤:    1 現存
     　　名古屋大曽根第一生命ビル２(歯       1) 平29. 7. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145020,093,8 安藤歯科クリニック 〒461-0046 052-721-1500安藤　裕康 安藤　裕康 昭62.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東93 名古屋市東区前浪町７－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146020,095,3 グリーン歯科 〒461-0004 052-937-0899加藤　直幸 加藤　直幸 平元. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東95 名古屋市東区葵２－４－５市原ビ常　勤:    1 現存
     ル２階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147020,096,1 城歯科医院 〒461-0003 052-935-1232城　裕保 城　裕保 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     は東96 名古屋市東区筒井３－２８－１５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148020,099,5 葵歯科クリニック 〒461-0004 052-933-4680鈴木　美樹 鈴木　美樹 平 2. 4. 1歯   診療所
     は東99 名古屋市東区葵３－２３－１０千常　勤:    1 現存
     種ファーストビル１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149020,100,1 ほった歯科 〒461-0022 052-932-8849堀田　俊 堀田　俊 平 2. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は東100 名古屋市東区東大曽根町３２－６常　勤:    1 現存
     メゾン徳川１階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150020,101,9 竹内歯科医院 〒461-0022 052-981-2921竹内　紀雄 竹内　紀雄 平 3. 5. 1歯   診療所
     は東101 名古屋市東区東大曽根町２３－５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151020,103,5 中川歯科 〒461-0004 052-935-4525中川　重樹 中川　重樹 平 3. 7. 1歯   小歯 診療所
     は東103 名古屋市東区葵３－１９－２９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
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  152020,104,3 セントラル歯科クリニ〒461-0001 052-972-0707森　昭 森　昭 平22. 3.29歯   歯外 診療所
     は東104 ック 名古屋市東区泉１－２２－２９ス常　勤:    1 移動 現存
     トーク久屋ビル２階 (歯       1) 平28. 3.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153020,105,0 ソフィア歯科 〒461-0005 052-953-7007村上　斎 村上　斎 平 4. 1. 1歯   診療所
     は東105 名古屋市東区東桜１－９－１９常常　勤:    1 現存
     興会館４階 (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154020,106,8 山本歯科クリニック 〒461-0040 052-722-1184山本　英策 山本　英策 平 4. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は東106 名古屋市東区矢田２－２－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155020,109,2 かみやま歯科 〒461-0022 052-916-6480上山　恭弘 上山　恭弘 平 5. 1. 1歯   小歯 診療所
     は東109 名古屋市東区東大曽根町２０－１常　勤:    1 現存
     ３ロイヤルマンション十州１０２(歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156020,112,6 大幸歯科クリニック 〒461-0043 052-723-3433林　一宏 林　一宏 平20.10. 1歯   小歯 診療所
     は東112 名古屋市東区大幸３－１６－２５常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157020,113,4 竹内歯科室 〒461-0005 052-961-7575竹内　克豊 竹内　克豊 平 5. 6.21歯   矯歯 診療所
     は東113 名古屋市東区東桜１－１０－３５常　勤:    2 現存
     セントラル野田ビル３階 (歯       2) 平29. 6.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158020,114,2 青木歯科医院 〒461-0040 052-711-5624青木　信雄 青木　信雄 平 5. 7. 1歯   診療所
     は東114 名古屋市東区矢田２－１－５５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159020,115,9 松田歯科 〒461-0023 052-935-1788松田　朋広 松田　朋広 平18. 4.18歯   小歯 診療所
     は東115 名古屋市東区徳川町４０３ 常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平30. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160020,117,5 泉矯正歯科医院 〒461-0001 052-953-0630吉田　光志 吉田　光志 平 7. 8. 1歯   矯歯 診療所
     は東117 名古屋市東区泉１－１４－３　ハ常　勤:    1 交代 現存
     セガワビル３階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161020,118,3 オレンジ歯科 〒461-0001 052-972-0641清水　つかさ 清水　つかさ 平 8. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は東118 名古屋市東区泉１－１７－３オレ常　勤:    1 新規 現存
     ンジタウン３階３－１ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  162020,119,1 さくら歯科医院 〒461-0003 052-935-5327医療法人新緑会　理事安東　孝治 平 9. 1. 1歯   小歯 診療所
     は東119 名古屋市東区筒井２－１０－３５常　勤:    1長　杉田　知代 組織変更 現存
     大崎ビル２階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163020,120,9 塚本歯科クリニック 〒461-0027 052-932-3347塚本　計昌 塚本　計昌 平 9. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東120 名古屋市東区芳野１－１５－２２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     マンションクラウン２Ｄ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164020,121,7 なかむら歯科 〒461-0045 052-722-4450中村　美保 中村　美保 平 9. 5. 1歯   小歯 診療所
     は東121 名古屋市東区砂田橋３－２公団大常　勤:    1 新規 現存
     幸東団地１０１－１１０ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165020,124,1 歯科ナチュレ中村 〒461-0045 052-719-5685中村　浩之 中村　浩之 平10.11. 1歯   診療所
     は東124 名古屋市東区砂田橋５－９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166020,125,8 五味歯科医院 〒461-0004 052-937-6135五味　明良 五味　明良 平11. 5. 1歯   診療所
     は東125 名古屋市東区葵３－２５４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167020,128,2 冨田歯科 〒461-0001 052-971-8012冨田　健嗣 冨田　健嗣 平13. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は東128 名古屋市東区泉１－２０－２１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168020,130,8 さなだ歯科医院 〒461-0015 052-933-0081真田　裕三 真田　裕三 平13.12. 1歯   小歯 診療所
     は東130 名古屋市東区東片端町５０－１サ常　勤:    1 新規 現存
     ンパティーク東片端１階 (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169020,131,6 稲熊歯科 〒461-0027 052-937-1128稲熊　昌広 稲熊　昌広 平14.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     は東131 名古屋市東区芳野１－１３－２４常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     シュロス東白壁１階 (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170020,132,4 三好歯科クリニック 〒461-0032 052-979-0775三好　高志 三好　高志 平16. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は東132 名古屋市東区出来町１－９－９グ常　勤:    1 新規 現存
     ランドメゾン徳川東１階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  171020,134,0 ベルデンタルオフィス〒461-0001 052-955-3939近藤　実 近藤　実 平17. 5. 1歯   診療所
     は東134 名古屋市東区泉１－１６－７Ｋ２常　勤:    1 新規 現存
     １ビル２階 (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172020,135,7 ＱＯＬデンタルクリニ〒461-0005 052-931-4529佐橋　清実 佐橋　清実 平17. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東135 ック 名古屋市東区東桜２－２－８シェ常　勤:    1 新規 現存
     ソワ東桜２階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173020,136,5 磯部歯科医院 〒461-0049 052-711-0812磯部　誠 磯部　誠 平17. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     は東136 名古屋市東区古出来２－１－１７常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174020,138,1 愛心歯科 〒461-0048 052-722-7272深見　岳男 深見　岳男 平18.10. 1歯   小歯 診療所
     は東138 名古屋市東区矢田南４－６－７シ常　勤:    1 新規 現存
     ャンクレール１階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175020,139,9 まつうら歯科・歯科口〒461-0045 052-908-4118松浦　宏昭 松浦　宏昭 平18.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     は東139 腔外科 名古屋市東区砂田橋１－１－１０常　勤:    2 新規 現存
     砂田橋ショッピングセンター (歯       2) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176020,140,7 さかきばら歯科 〒461-0038 052-939-5888榊原　徹郎 榊原　徹郎 平19. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東140 名古屋市東区新出来１－９－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177020,141,5 社本歯科 〒461-0005 052-931-8148社本　昇久 社本　昇久 平20. 3.25歯   診療所
     は東141 名古屋市東区東桜２－４－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 3.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178020,142,3 岩田歯科医院 〒461-0043 052-711-5061岩田　亮 岩田　亮 平20. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東142 名古屋市東区大幸４－１９－２６常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179020,143,1 みさと歯科 〒461-0031 052-935-8046眞鍋　視里 眞鍋　視里 平20.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東143 名古屋市東区明倫町２－１４（マ常　勤:    1 新規 現存
     ックスバリュー内） (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180020,144,9 カフェロラ松本歯科 〒461-0033 052-936-1307松本　健 松本　健 平21. 4. 1歯   診療所
     は東144 名古屋市東区大松町３－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
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  181020,147,2 ぼく歯科室 〒461-0001 052-936-8020尾藤　睦 尾藤　睦 平22. 2.17歯   小歯 診療所
     は東147 名古屋市東区泉３－７－１パーク常　勤:    1 交代 現存
     泉２－Ｂ (歯       1) 平28. 2.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182020,148,0 リハデンタルクリニッ〒461-0001 052-955-6662余語　康義 余語　康義 平28. 7. 1歯   診療所
     は東148 ク 名古屋市東区泉１－１９－１０フ常　勤:    1 移動 現存
     ォンターナ３０２ (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183020,149,8 増田歯科医院 〒461-0005 052-931-4159増田　拓也 増田　拓也 平22. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は東149 名古屋市東区東桜２－２３－１０常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184020,150,6 岡崎デンタルクリニッ〒461-0004 052-982-6388岡崎　恭宏 岡崎　恭宏 平22.10. 1歯   歯外 診療所
     は東150 ク 名古屋市東区葵３－９－８グラヴ常　勤:    1 新規 現存
     ィス葵１階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185020,152,2 ふみこデンタルクリニ〒461-0001 052-937-2350今津　二美子 今津　二美子 平23. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東152 ック 名古屋市東区泉２－２３－２５Ｓ常　勤:    1 新規 現存
     ．Ｉ．メディカルビル１階 (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186020,153,0 大曽根歯科アッシュ 〒461-0045 052-721-6610早野　博志 早野　博志 平30. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     は東153 名古屋市東区砂田橋４－１－５２常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     コノミヤ砂田橋店２階 (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187020,154,8 泉３丁目歯科 〒461-0001 052-935-8148大橋　盛人 大橋　盛人 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は東154 名古屋市東区泉３－１３－１５ラ常　勤:    2 新規 現存
     フィーネ泉２階 (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188020,155,5 テレピアデンタルオフ〒461-0005 052-265-6557森　進吾 森　進吾 平23.10. 1歯   診療所
     は東155 ィス 名古屋市東区東桜１－１４－２５常　勤:    1 新規 現存
     テレピア２階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189020,157,1 てらもと歯科医院 〒461-0027 052-938-4601寺本　清峰 寺本　清峰 平24. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東157 名古屋市東区芳野１－１６－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
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  190020,158,9 医療法人吉田医院 〒461-0001 052-950-3700医療法人吉田医院　理小佐野　悦雄 平24.10. 1歯   耳い 診療所
     (021,158,2) 名古屋市東区泉１－２１－２１セ常　勤:    1事長　小佐野　悦雄 組織変更 現存
     は東158 ントラルイーストビル２階 (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    7
     (医       1)
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191020,159,7 丹羽歯科医院 〒461-0004 052-935-1862丹羽　正治 丹羽　正治 平25. 5. 1歯   診療所
     は東159 名古屋市東区葵１－２５－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192020,160,5 なかの歯科 〒461-0002 052-936-3408中野　雅哉 中野　雅哉 平25. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     は東160 名古屋市東区代官町２６－１２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193020,162,1 たけうち歯科クリニッ〒461-0023 052-935-0829竹内　圭介 竹内　圭介 平25.11.14歯   小歯 矯歯診療所
     は東162 ク 名古屋市東区徳川町２２１４ 常　勤:    3 交代 歯外 現存
     (歯       3) 平25.11.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194020,164,7 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｄ〒461-0001 052-971-8887太田　珠文 太田　珠文 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は東164 ｅｎｔａｌ 名古屋市東区泉１－１７－３オレ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ンジタウン３０５ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195020,165,4 ちからまち歯科クリニ〒461-0018 052-932-1110藤本　幸久 藤本　幸久 平26.12. 1歯   矯歯 歯外診療所
     は東165 ック 名古屋市東区主税町４－７７ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196020,166,2 訪問歯科ピンポンハー〒461-0001 052-938-5443金　徳俊（林徳俊） 金　徳俊（林徳俊） 平27. 2. 1歯   診療所
     は東166 ト 名古屋市東区泉３－２－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197020,167,0 はない歯科 〒461-0003 052-934-7147堀田　昌秀 堀田　昌秀 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は東167 名古屋市東区筒井２－１２－３４常　勤:    1 新規 現存
     ＡＢＣサクラガーデン１階 (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198020,168,8 ドーム歯科・矯正歯科〒461-0048 052-725-6591濵子　真吉 濵子　真吉 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東168 名古屋市東区矢田南４－１０２－常　勤:    1 交代 現存
     ３イオンモールナゴヤドーム前３(歯       1) 平28. 4. 1
     階 非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  199020,169,6 可知デンタル・クリニ〒461-0002 052-934-7816医療法人笑顔　理事長可知　孟 平28.10. 1歯   小歯 診療所
     は東169 ック 名古屋市東区代官町１－５ 常　勤:    1　可知　孟 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200020,170,4 葵デンタルデザインオ〒461-0004 052-982-8900大西　正嗣 大西　正嗣 平28.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東170 フィス 名古屋市東区葵１－１７－１４エ常　勤:    1 交代 歯外 現存
     ルブ葵２階 (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201020,171,2 デンタルステーション〒461-0027 052-932-1010医療法人美正会　理事藤城　知也 平29. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東171 森下 名古屋市東区芳野３－１０－２０常　勤:    1長　神野　正人 新規 現存
     スターアーツビル３階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202020,172,0 本多歯科医院 〒461-0023 052-325-4177本多　博一 本多　博一 平29. 8. 1歯   診療所
     は東172 名古屋市東区徳川町１５０３南ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203020,173,8 安部歯科医院 〒461-0021 052-915-1235安部　陽 安部　陽 平29.11.15歯   小歯 診療所
     は東173 名古屋市東区大曽根２－６０５ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204020,174,6 瑞祥デンタルクリニッ〒461-0004 052-935-0006横山　隆 横山　隆 平30. 5. 1歯   小歯 他  診療所
     は東174 ク 名古屋市東区葵１－２５－１ニッ常　勤:    1 新規 他：歯科口腔外現存
     シンビル２０２ (歯       1) 平30. 5. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205030,036,5 花木歯科医院 〒462-0833 052-981-4848花木　芳雅 花木　芳雅 平12. 9. 1歯   診療所
     は北36 名古屋市北区水切町６－８９ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206030,054,8 田中歯科医院 〒462-0802 052-981-4852田中　仁 田中　仁 昭45. 4. 1歯   診療所
     は北54 名古屋市北区上飯田北町４－７５常　勤:    1 現存
     －３ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207030,059,7 いそべ歯科クリニック〒462-0014 052-901-6767磯部　紘彦 磯部　紘彦 昭48. 3. 1歯   小歯 診療所
     は北59 名古屋市北区楠味鋺５－２２０５常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208030,064,7 吉武歯科医院 〒462-0808 052-915-0818吉武　慶喜 吉武　慶喜 平25. 4.19歯   小歯 矯歯診療所
     は北64 名古屋市北区上飯田通２－４０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 4.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  209030,066,2 松野歯科 〒462-0024 052-991-7697松野　忠 松野　忠 昭56.12.26歯   診療所
     は北66 名古屋市北区鳩岡２－１８－６９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210030,067,0 瀬崎歯科医院 〒462-0022 052-981-9211瀬崎　瑛介 瀬崎　瑛介 昭50. 8. 1歯   診療所
     は北67 名古屋市北区川中町１５－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211030,070,4 名古屋北歯科保健医療〒462-0057 052-915-8844一般社団法人名古屋市安藤　正晃 平27. 5.19歯   診療所
     は北70 センター 名古屋市北区平手町１－１－５ 常　勤:    3歯科医師会　会長　小 移動 現存
     (歯       3)木曽　公 平27. 5.19
     非常勤:   19
     (歯      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212030,071,2 佐々木歯科 〒462-0808 052-914-3300佐々木　三知夫 佐々木　三知夫 昭51. 2. 1歯   小歯 診療所
     は北71 名古屋市北区上飯田通１－１１野常　勤:    1 現存
     沢ビル３階 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213030,073,8 河村歯科医院 〒462-0819 052-914-0830河村　秀敏 河村　秀敏 平 3.11. 8歯   診療所
     は北73 名古屋市北区平安２－１－１０　常　勤:    1 現存
     第５水光ビル５階 (歯       1) 平24.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214030,077,9 伊藤歯科 〒462-0007 052-901-2350伊藤　整 伊藤　整 昭52. 5. 1歯   診療所
     は北77 名古屋市北区如意５－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215030,079,5 後藤歯科医院 〒462-0843 052-915-4567後藤　元 後藤　元 昭52. 7. 1歯   診療所
     は北79 名古屋市北区田幡２－１３－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216030,085,2 水野歯科医院 〒462-0804 052-915-9435水野　孝則 水野　孝則 昭53. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は北85 名古屋市北区上飯田南町１－２５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217030,087,8 あしかり歯科医院 〒462-0015 052-902-1707芦刈　茂 芦刈　茂 昭54. 3. 1歯   診療所
     は北87 名古屋市北区中味鋺３－４０７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  218030,088,6 上飯田水谷歯科 〒462-0808 052-916-3100水谷　俊男 水谷　俊男 昭56. 7. 7歯   診療所
     は北88 名古屋市北区上飯田通り１－８マ常　勤:    1 現存
     ルミ上飯田ビル３階 (歯       1) 平29. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219030,092,8 かとう歯科クリニック〒462-0844 052-914-2353加藤　治正 加藤　治正 昭54. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は北92 名古屋市北区清水３－２１－１９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220030,093,6 ひだ歯科 〒462-0008 052-902-5858樋田　雅雄 樋田　雅雄 昭54. 5. 1歯   診療所
     は北93 名古屋市北区如来町５８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221030,095,1 古田歯科医院 〒462-0807 052-991-1913古田　薫 古田　薫 昭54. 7.17歯   診療所
     は北95 名古屋市北区平安２－３－１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222030,097,7 小川歯科医院 〒462-0007 052-901-0202小川　喜仁 小川　喜仁 昭54.11. 1歯   診療所
     は北97 名古屋市北区如意１－１２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223030,099,3 医療法人積善会石田歯〒462-0825 052-981-4133医療法人積善会　理事石田　剛久 昭56. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北99 科医院 名古屋市北区大曽根４－１０－３常　勤:    1長　石田　好美 現存
     ８ (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224030,101,7 坂田歯科 〒462-0065 052-902-3791坂田　泰雄 坂田　泰雄 昭56. 7. 1歯   診療所
     は北101 名古屋市北区喜惣治１－４３５－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225030,103,3 伊勢歯科医院 〒462-0047 052-981-6886伊勢　美樹 伊勢　美樹 昭56. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は北103 名古屋市北区金城町４－７０－２ 現存
     平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226030,105,8 かぶと歯科医院 〒462-0016 052-901-0118兜森　正道 兜森　正道 昭57. 4. 1歯   診療所
     は北105 名古屋市北区西味鋺２－８２５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227030,108,2 丹羽歯科医院 〒462-0032 052-981-3866丹羽　哲夫 丹羽　哲夫 昭58. 1. 2歯   診療所
     は北108 名古屋市北区辻町５－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  228030,114,0 山下歯科医院 〒462-0003 052-901-1114山下　喜生 山下　喜生 昭61. 5. 1歯   診療所
     は北114 名古屋市北区桐畑町１８８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229030,115,7 いいだ歯科医院 〒462-0026 052-914-0343飯田　芳郎 飯田　芳郎 昭61. 5. 1歯   小歯 診療所
     は北115 名古屋市北区萩野通２－１０－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230030,117,3 水晶会黒川大井歯科 〒462-0842 052-912-3100大井　雅俊 大井　雅俊 昭61. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は北117 名古屋市北区志賀南通１－１６－常　勤:    1 現存
     １ＩＳビル２階 (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231030,118,1 山本歯科クリニック 〒462-0819 052-913-4618山本　信吾 山本　信吾 昭61.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は北118 名古屋市北区平安２－２３－５０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232030,119,9 葉山歯科 〒462-0845 052-916-1872葉山　浩幸 葉山　浩幸 昭62. 4. 1歯   小歯 診療所
     は北119 名古屋市北区柳原３－３－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233030,123,1 いとう歯科クリニック〒462-0810 052-911-5066伊藤　淳 伊藤　淳 昭63. 9. 1歯   小歯 診療所
     は北123 名古屋市北区山田４－１－２２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234030,124,9 鳩岡歯科医院 〒462-0025 052-912-0640犬飼　誠一 犬飼　誠一 昭63.12. 1歯   小歯 診療所
     は北124 名古屋市北区鳩岡町１－１－１シ常　勤:    1 現存
     ティーコーポ１０１ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235030,126,4 医療法人治友会とりい〒462-0804 052-915-8050医療法人治友会　理事鳥居　治人 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     は北126 歯科 名古屋市北区上飯田南町５－２７常　勤:    1長　鳥居　治人 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236030,127,2 医療法人良匠会徳倉歯〒462-0004 052-902-4646医療法人良匠会　理事徳倉　良行 平元. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は北127 科 名古屋市北区三軒町３９５－２ 常　勤:    1長　徳倉　良行 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  237030,128,0 三輪歯科医院 〒462-0844 052-981-1046三輪　桂太 三輪　桂太 平 2. 1. 1歯   診療所
     は北128 名古屋市北区清水２－７－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238030,129,8 宮田歯科医院 〒462-0023 052-912-8148宮田　宗 宮田　宗 平 2. 2. 1歯   小歯 診療所
     は北129 名古屋市北区安井２－３－１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239030,130,6 北医療生活協同組合北〒462-0802 052-915-7710北医療生活協同組合　久野　よし乃 平22. 5. 6歯   小歯 診療所
     は北130 生協歯科 名古屋市北区上飯田北町１－２０常　勤:    3代表理事理事長　矢﨑 移動 現存
     (歯       3)　正一 平28. 5. 6
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240030,131,4 村瀬歯科医院 〒462-0845 052-991-6480村瀬　光成 村瀬　光成 平 2. 4. 1歯   小歯 診療所
     は北131 名古屋市北区柳原２－１７－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241030,134,8 鬼頭歯科 〒462-0854 052-915-0736鬼頭　功典 鬼頭　功典 平 3. 3. 1歯   小歯 診療所
     は北134 名古屋市北区若葉通１－２５　若常　勤:    1 現存
     葉ビル (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242030,136,3 大脇歯科室 〒462-0854 052-917-1182大脇　薫 大脇　薫 平 4. 4. 1歯   小歯 診療所
     は北136 名古屋市北区若葉通１－２６グリ常　勤:    1 現存
     －ンシティアリサ１階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243030,137,1 かとう歯科医院 〒462-0825 052-916-8211加藤　和男 加藤　和男 平 4. 6. 1歯   小歯 診療所
     は北137 名古屋市北区大曽根１－１３－１常　勤:    1 現存
     ０加藤ビル１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244030,138,9 イマイ歯科 〒462-0807 052-917-0609今井　桂思 今井　桂思 平 4. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は北138 名古屋市北区御成通２－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245030,139,7 足立歯科医院 〒462-0818 052-981-2246足立　正人 足立　正人 平 4. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北139 名古屋市北区平安１－１－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246030,140,5 西大曽根歯科医院 〒462-0829 052-917-5730桑原　尚志 桑原　尚志 平 4.10.22歯   診療所
     は北140 名古屋市北区杉栄町２－５２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10.22
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  247030,141,3 エンゼル歯科医院 〒462-0861 052-917-1188谷口　秀彰 谷口　秀彰 平 5. 2. 1歯   小歯 診療所
     は北141 名古屋市北区辻本通１－４６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248030,143,9 大野歯科医院 〒462-0035 052-912-8888医療法人応世会　理事清水　武嗣 平 5. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北143 名古屋市北区大野町３－２７－３常　勤:    2長　清水　武嗣 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249030,144,7 坪井歯科医院 〒462-0845 052-981-3415坪井　千雅子 坪井　千雅子 平 5. 8.17歯   診療所
     は北144 名古屋市北区柳原４－４－４中杉常　勤:    1 交代 現存
     ビル２階 (歯       1) 平29. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250030,147,0 医療法人トマト会トマ〒462-0825 052-914-1085医療法人トマト会　理西村　義人 平 6. 1. 1歯   小歯 診療所
     は北147 ト歯科医院 名古屋市北区大曽根２－９－３４常　勤:    1事長　西村　義人 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251030,148,8 黒川第１歯科 〒462-0842 052-991-1692永田　公夫 永田　公夫 平10. 6.22歯   診療所
     は北148 名古屋市北区志賀南通１－１８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 6.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252030,151,2 城見デンタルクリニッ〒462-0847 052-917-4334伊藤　欣薫 伊藤　欣薫 平 7. 8. 1歯   小歯 診療所
     は北151 ク 名古屋市北区金城３－１２－９グ常　勤:    1 新規 現存
     ランシャリオ城見２Ｄ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253030,152,0 今枝歯科 〒462-0857 052-916-6144今枝　忠厚 今枝　忠厚 平 7.10. 1歯   小歯 診療所
     は北152 名古屋市北区紅雲町４４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254030,153,8 石井歯科医院 〒462-0037 052-917-6571石井　康代 石井　康代 平16. 6.22歯   小歯 矯歯診療所
     は北153 名古屋市北区志賀町２－６５志賀常　勤:    1 移動 現存
     ビル１階 (歯       1) 平28. 6.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255030,154,6 野田歯科 〒462-0016 052-903-7828野田　康夫 野田　康夫 平 8. 7. 1歯   診療所
     は北154 名古屋市北区西味鋺１－４１２ア常　勤:    1 新規 現存
     ビタシオン西味鋺 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256030,155,3 しみず歯科 〒462-0844 052-917-7305佐藤　賢司 佐藤　賢司 平 8.11. 1歯   小歯 診療所
     は北155 名古屋市北区清水５－２１－２６常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  257030,156,1 ポルト歯科 〒462-0825 052-916-0908我部山　敬 我部山　敬 平 8.12. 1歯   矯歯 診療所
     は北156 名古屋市北区大曽根３－４－１４常　勤:    1 新規 現存
     ポルト大曽根２階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258030,157,9 鈴木歯科医院 〒462-0825 052-991-1920鈴木　敬文 鈴木　敬文 平 9. 6. 1歯   小歯 診療所
     は北157 名古屋市北区大曽根１－２２－２常　勤:    1 交代 現存
     ５ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259030,158,7 二反田歯科医院 〒462-0062 052-902-0104二反田　太一 二反田　太一 平10. 1. 1歯   診療所
     は北158 名古屋市北区新沼町１４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260030,159,5 あずま歯科 〒462-0012 052-901-4818土橋　東 土橋　東 平11. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北159 名古屋市北区楠４－１１５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261030,160,3 浅野歯科医院 〒462-0836 052-981-1390浅野　敏彦 浅野　敏彦 平11. 4. 1歯   診療所
     は北160 名古屋市北区大杉町１－１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262030,161,1 竹内歯科 〒462-0808 052-981-4451竹内　康人 竹内　康人 平11. 6. 1歯   小歯 診療所
     は北161 名古屋市北区上飯田通３－３５－常　勤:    1 交代 現存
     ４ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263030,163,7 あらかわ歯科医院 〒462-0043 052-919-7618荒川　仁志 荒川　仁志 平11.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は北163 名古屋市北区八代町２－１０６－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １ (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264030,164,5 前田歯科 〒462-0014 052-909-0055前田　武文 前田　武文 平12. 3.31歯   小歯 診療所
     は北164 名古屋市北区楠味鋺４－２２５０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265030,165,2 庄田歯科医院 〒462-0810 052-910-3880庄田　裕昭 庄田　裕昭 平12. 3.31歯   小歯 診療所
     は北165 名古屋市北区山田１－１３－４３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  266030,166,0 箕浦歯科医院 〒462-0843 052-912-8418箕浦　正孝 箕浦　正孝 平12. 6. 1歯   小歯 診療所
     は北166 名古屋市北区田幡２－５－１２－常　勤:    1 新規 現存
     １０５ (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267030,167,8 たかぎ歯科医院 〒462-0042 052-912-8241髙木　靖雄 髙木　靖雄 平12. 6. 1歯   小歯 診療所
     は北167 名古屋市北区水草町１－６０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268030,169,4 松原歯科室 〒462-0014 052-909-6480松原　資典 松原　資典 平13. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は北169 名古屋市北区楠味鋺３－５０７ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269030,171,0 酒井歯科医院 〒462-0044 052-915-2424酒井　公三 酒井　公三 平13. 3. 1歯   小歯 診療所
     は北171 名古屋市北区元志賀町２－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270030,172,8 たかはし歯科 〒462-0802 052-981-3429高橋　泰 高橋　泰 平26.12. 1歯   小歯 診療所
     は北172 名古屋市北区上飯田北町２－５８常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271030,173,6 伊豆歯科 〒462-0065 052-901-7754伊豆　修 伊豆　修 平13.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     は北173 名古屋市北区喜惣治１－１５７ 常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272030,176,9 水晶会福徳水谷歯科 〒462-0054 052-915-3130水谷　憲彦 水谷　憲彦 平15.11.10歯   小歯 矯歯診療所
     は北176 名古屋市北区野方通２－２３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.11.10
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273030,178,5 さくら矯正歯科 〒462-0804 052-914-9688伊藤　亜紀子 伊藤　亜紀子 平16. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北178 名古屋市北区上飯田南町３－８９常　勤:    1 新規 現存
     －２ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274030,181,9 ガーデンデンタルクリ〒462-0844 052-910-8241丹羽　忍 丹羽　忍 平17.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は北181 ニック 名古屋市北区清水２－６－１１深常　勤:    1 新規 現存
     田住宅２階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  275030,182,7 鈴木歯科 〒462-0810 052-915-8148鈴木　勝 鈴木　勝 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     は北182 名古屋市北区山田１－９－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276030,184,3 飯田歯科医院 〒462-0813 052-913-1712飯田　久之 飯田　久之 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     は北184 名古屋市北区山田町３－６２　朋常　勤:    2 交代 現存
     栄ビル２階 (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277030,186,8 スマイル歯科 〒462-0863 052-915-8080森島　正生 森島　正生 平18. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北186 名古屋市北区尾上町１－２尾上団常　勤:    1 新規 現存
     地４号棟１階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  278030,188,4 名古屋デンタルオフィ〒462-0853 052-913-6660長屋　彰子 長屋　彰子 平20.10. 1歯   小歯 診療所
     は北188 ス 名古屋市北区志賀本通２－１４グ常　勤:    1 新規 現存
     ランベール志賀本通１階 (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279030,189,2 みのデンタルクリニッ〒462-0843 052-910-1255箕浦　伸吾 箕浦　伸吾 平21.11. 1歯   診療所
     は北189 ク 名古屋市北区田幡２－１２－７第常　勤:    1 新規 現存
     ２黒川ターミナルハイツ２階 (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280030,191,8 ヴィータ歯科 〒462-0841 052-508-7879河添　克明 河添　克明 平22. 2. 1歯   矯歯 診療所
     は北191 名古屋市北区黒川本通４－３８カ常　勤:    1 新規 現存
     ーサビアンカ黒川２０２ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281030,192,6 あおきデンタルクリニ〒462-0014 052-901-1230青木　恒宏 青木　恒宏 平22. 5. 1歯   小歯 診療所
     は北192 ック 名古屋市北区楠味鋺４－１９０３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282030,193,4 鈴木歯科医院 〒462-0064 052-902-5222渡邉　洋子 渡邉　洋子 平22.12.16歯   矯歯 診療所
     は北193 名古屋市北区大我麻町２１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12.16
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283030,194,2 ＭＹ　ＤＥＮＴＡＬみ〒462-0056 052-915-2666医療法人ＭＹ　ＤＥＮ水野　義樹 平23. 1. 1歯   小歯 診療所
     は北194 ずの歯科 名古屋市北区中丸町２－３４－４常　勤:    1ＴＡＬみずの歯科　理 組織変更 現存
     (歯       1)事長　水野　義樹 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  284030,195,9 つかさ歯科 〒462-0853 052-911-6660医療法人アイ・クオー射場　圭司 平23. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北195 名古屋市北区志賀本通１－２１エ常　勤:    3ル　理事長　射場　圭 組織変更 歯外 現存
     ムズフラッツ２階 (歯       3)司 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285030,197,5 みずの矯正歯科 〒462-0843 052-981-2211医療法人やよい会　理水野　清人 平24. 5. 1矯歯 診療所
     は北197 名古屋市北区田幡２－１２－１４常　勤:    1事長　水野　清 新規 現存
     明治安田生命黒川ビル１階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286030,198,3 ぽぱい歯科 〒462-0008 052-982-7575柴田　賢三 柴田　賢三 平24. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は北198 名古屋市北区如来町１７４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287030,200,7 おおすぎ歯科クリニッ〒462-0837 052-911-9990大塚　尚史 大塚　尚史 平24.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は北200 ク 名古屋市北区大杉３－１５－３お常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     おすぎビル２階 (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288030,201,5 岡本歯科医院 〒462-0845 052-991-0718医療法人岡本歯科医院岡本　大祐 平29. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北201 名古屋市北区柳原３－１－１ 常　勤:    3　理事長　岡本　大祐 移動 歯外 現存
     (歯       3) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289030,202,3 ふれんど歯科 〒462-0023 052-982-7771長澤　伸治 長澤　伸治 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は北202 名古屋市北区安井４－８０５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290030,205,6 すずき歯科・矯正歯科〒462-0847 052-915-1411鈴木　貴雄 鈴木　貴雄 平26. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は北205 名古屋市北区金城４－３－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291030,208,0 藤田デンタルクリニッ〒462-0057 052-915-4182藤田　恭輔 藤田　恭輔 平26.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     は北208 ク 名古屋市北区平手町１－２０－１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     サンステート城北１階 (歯       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  292030,209,8 医療法人爽誉会奥井歯〒462-0058 052-910-0550医療法人爽誉会　理事奥井　英幹 平27. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北209 科医院 名古屋市北区西志賀町１－７５ 常　勤:    3長　奥井　英幹 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293030,210,6 青山ファミリー歯科 〒462-0047 052-913-1110青山　健太郎 青山　健太郎 平28. 9. 1歯   小歯 診療所
     は北210 名古屋市北区金城町２－３８－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294030,211,4 徳倉歯科口腔外科・矯〒462-0004 052-901-1711德倉　圭 德倉　圭 平28.11. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は北211 正歯科 名古屋市北区三軒町１４６ 常　勤:    2 新規 小歯 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295030,212,2 マモル歯科医院 〒462-0847 052-917-4182鈴木　衛 鈴木　衛 平29. 1. 1歯   小歯 診療所
     は北212 名古屋市北区金城２－４－４ペル常　勤:    1 新規 現存
     テ金城２０１ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296030,213,0 こはるファミリー歯科〒462-0835 052-919-0586樋口　拓哉 樋口　拓哉 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北213 名古屋市北区杉村１－１２－６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297030,214,8 藤デンタルクリニック〒462-0064 052-982-9797串田　臣男 串田　臣男 平29. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北214 名古屋市北区大我麻町１６７－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298030,215,5 すみれ歯科 〒462-0037 052-485-4231向井　耕太郎 向井　耕太郎 平30. 1. 1歯   診療所
     は北215 名古屋市北区志賀町１－４１ベア常　勤:    1 新規 現存
     ーズ黒川３０１ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299030,216,3 光輪歯科 〒462-0825 052-914-8148医療法人　晃生会　理三輪　英則 平30. 3.28歯   矯歯 小歯診療所
     は北216 名古屋市北区大曽根４－２０－３常　勤:    2事長　三輪　英則 組織変更 現存
     １ (歯       2) 平30. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300030,217,1 城北歯科医院・矯正歯〒462-0026 052-914-1040後藤　洋 後藤　洋 平30. 4. 1矯歯 小歯 歯  診療所
     は北217 科 名古屋市北区萩野通１－３７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301040,061,1 小林歯科医院 〒451-0062 052-531-6752小林　明男 小林　明男 昭45. 4. 1歯   診療所
     は西61 名古屋市西区花の木１－８－１４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
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  302040,073,6 加藤歯科診療所 〒451-0043 052-571-0575加藤　賢晴 加藤　賢晴 平 2. 7.27歯   診療所
     は西73 名古屋市西区新道２－６－２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303040,074,4 加藤歯科医院 〒451-0014 052-521-5870加藤　直彦 加藤　直彦 昭48. 7. 1歯   診療所
     は西74 名古屋市西区又穂町３－２８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304040,076,9 いしだ歯科 〒452-0833 052-503-2691石田　孝雄 石田　孝雄 昭60.12. 9歯   小歯 診療所
     は西76 名古屋市西区山木２－１１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305040,085,0 駒田歯科医院 〒451-0066 052-524-0515駒田　満 駒田　満 昭52. 6. 1歯   小歯 診療所
     は西85 名古屋市西区児玉３－１９－１９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306040,086,8 康生歯科クリニック 〒451-0066 052-531-4736吉田　正範 吉田　正範 昭53. 2. 1歯   小歯 診療所
     は西86 名古屋市西区児玉３－４０－３２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307040,096,7 安藤歯科 〒451-0062 052-524-3835安藤　正晃 安藤　正晃 昭55. 4. 1歯   小歯 診療所
     は西96 名古屋市西区花の木１－４－１１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308040,098,3 伊藤歯科クリニック 〒452-0813 052-501-4182伊藤　郁宏 伊藤　郁宏 昭56. 8. 1歯   診療所
     は西98 名古屋市西区赤城町７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309040,102,3 富士歯科 〒452-0822 052-502-8500大藪　武男 大藪　武男 昭57. 7. 1歯   小歯 診療所
     は西102 名古屋市西区中小田井５－４７５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310040,105,6 芦刈歯科医院 〒451-0043 052-571-1004芦刈　司郎 芦刈　司郎 昭58. 4. 1歯   小歯 診療所
     は西105 名古屋市西区新道１－９－８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311040,107,2 梅兼歯科 〒451-0053 052-531-8241河辺　貞次 河辺　貞次 昭59. 5. 1歯   小歯 診療所
     は西107 名古屋市西区枇杷島４－２４－１常　勤:    1 現存
     ９ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  312040,112,2 すずき歯科 〒452-0802 052-502-5333鈴木　一郎 鈴木　一郎 昭60. 5. 1歯   小歯 診療所
     は西112 名古屋市西区比良２－２７３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313040,113,0 横井歯科医院 〒451-0071 052-522-8118横井　弘孝 横井　弘孝 昭61. 2. 1歯   小歯 診療所
     は西113 名古屋市西区鳥見町３ー２２パー常　勤:    1 現存
     クシティー鳥見 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314040,114,8 森歯科医院 〒451-0053 052-524-3034森　彰彦 森　彰彦 昭61. 2.18歯   小歯 診療所
     は西114 名古屋市西区枇杷島１－７－１９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315040,120,5 ハシモト歯科 〒452-0841 052-504-1223橋本　康夫 橋本　康夫 平18. 5.11歯   小歯 矯歯診療所
     は西120 名古屋市西区城西町２８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316040,121,3 にわ歯科 〒451-0052 052-561-5822丹羽　大治 丹羽　大治 昭63. 4. 1歯   小歯 診療所
     は西121 名古屋市西区栄生１－３５－２０常　勤:    1 現存
     　川津ビル２階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317040,122,1 またほ歯科 〒451-0014 052-522-8212吉岡　弘二 吉岡　弘二 平19. 3. 1歯   診療所
     は西122 名古屋市西区又穂町３－２０永安常　勤:    1 移動 現存
     ビル１階　Ｂ号 (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318040,123,9 ナニワ歯科クリニック〒451-0016 052-522-1816伊藤　公二 伊藤　公二 昭63. 5. 1歯   小歯 診療所
     は西123 名古屋市西区庄内通４－２９－４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319040,124,7 加藤歯科医院 〒452-0822 052-502-8418加藤　和芳 加藤　和芳 昭63. 5. 1歯   小歯 診療所
     は西124 名古屋市西区中小田井２－４５６常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320040,127,0 野々部歯科医院 〒451-0045 052-571-6580野々部　憲志 野々部　憲志 平 7. 5.10歯   診療所
     は西127 名古屋市西区名駅３－１０－２１常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321040,129,6 牛田デンタルクリニッ〒451-0051 052-586-4181牛田　正行 牛田　正行 平 2. 4. 1歯   小歯 診療所
     は西129 ク 名古屋市西区則武新町１－１－３常　勤:    1 現存
     ９ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322040,134,6 医療法人太田歯科医院〒451-0031 052-531-0832医療法人太田歯科医院太田　均 平 3. 5. 1歯   診療所
     は西134 名古屋市西区城西４－７－９ 常　勤:    1　理事長　太田　均 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
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  323040,135,3 もり歯科 〒451-0042 052-551-1956森　秀哉 森　秀哉 平 3. 5.16歯   小歯 矯歯診療所
     は西135 名古屋市西区那古野２－１７－２常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平30. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324040,136,1 オレンジ歯科 〒452-0822 052-503-0311伊藤　讓一 伊藤　讓一 平20.12. 1歯   小歯 診療所
     は西136 名古屋市西区中小田井５－５５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325040,137,9 ひとみ歯科医院 〒452-0805 052-504-1103石田　ひとみ 石田　ひとみ 平 3. 7. 1歯   診療所
     は西137 名古屋市西区市場木町１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326040,138,7 木村歯科 〒451-0045 052-586-1001木村　浩之 木村　浩之 平 3. 9. 1歯   小歯 診療所
     は西138 名古屋市西区名駅２－１８－１１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327040,139,5 しんどう歯科医院 〒451-0052 052-581-1182新道　正規 新道　正規 平 3.11. 1歯   診療所
     は西139 名古屋市西区栄生２ー１１ー１６常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328040,140,3 なかた歯科 〒452-0801 052-503-5630仲田　憲司 仲田　憲司 平10. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西140 名古屋市西区清里町１１９ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329040,143,7 コンドウ歯科クリニッ〒451-0053 052-521-8648近藤　大喜 近藤　大喜 平 4. 6. 1歯   小歯 診療所
     は西143 ク 名古屋市西区枇杷島１－１２－２常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330040,145,2 医療法人三聖会かいぬ〒451-0024 052-522-4618医療法人三聖会　理事貝沼　明徳 平 4. 9. 1歯   小歯 診療所
     は西145 ま歯科 名古屋市西区秩父通１－６６ウエ常　勤:    1長　貝沼　明徳 現存
     ストポイント６６　２階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331040,146,0 原歯科医院 〒452-0846 052-501-8148原　哲也 原　哲也 平 4.11. 1歯   小歯 診療所
     は西146 名古屋市西区浮野町４３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332040,147,8 ひびの歯科 〒452-0848 052-503-6666日比野　和人 日比野　和人 平 5. 1. 1歯   小歯 診療所
     は西147 名古屋市西区西原町１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  333040,152,8 伊藤歯科医院 〒451-0044 052-562-5839伊藤　正人 伊藤　正人 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     は西152 名古屋市西区菊井１－４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334040,153,6 近藤歯科医院 〒451-0042 052-551-0908近藤　真 近藤　真 平 7. 7. 1歯   診療所
     は西153 名古屋市西区那古野１－１２－１常　勤:    1 交代 現存
     ０ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335040,155,1 奥村歯科クリニック 〒452-0807 052-505-0048奥村　康明 奥村　康明 平 8. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は西155 名古屋市西区歌里町４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336040,156,9 芦刈デンタルクリニッ〒451-0045 052-565-1702芦刈　聡 芦刈　聡 平15.12.18歯   小歯 診療所
     は西156 ク 名古屋市西区名駅２－２３－１４常　勤:    1 移動 現存
     　ＶＩＡ１４１－１階 (歯       1) 平27.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337040,162,7 もりかわ歯科・矯正歯〒451-0016 052-529-1811森川　博文 森川　博文 平12. 9. 1歯   矯歯 診療所
     は西162 科 名古屋市西区庄内通１－４０ミユ常　勤:    1 新規 現存
     キモール２階 (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338040,166,8 花の木歯科 〒451-0062 052-529-6161髙木　信一 髙木　信一 平13. 6. 1歯   小歯 診療所
     は西166 名古屋市西区花の木１－２－２３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339040,169,2 城西歯科 〒451-0031 052-522-1016山田　昌士 山田　昌士 平14. 7. 1歯   診療所
     は西169 名古屋市西区城西１－１０－２０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340040,170,0 なかはら歯科 〒451-0082 052-521-4180中原　久美 中原　久美 平23. 9.15歯   小歯 診療所
     は西170 名古屋市西区大金町４－４７Ｔ＆常　勤:    1 移動 現存
     Ｓセンチュリーハイツ１Ｆ (歯       1) 平29. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341040,172,6 すみれ歯科 〒451-0074 052-508-8716横井　健二 横井　健二 平24.11.13歯   診療所
     は西172 名古屋市西区万代町２－４６ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平24.11.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342040,174,2 はやかわ歯科医院 〒452-0809 052-509-1118早川　祐久 早川　祐久 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     は西174 名古屋市西区花原町１５１キャス常　勤:    1 新規 現存
     トール花原１階 (歯       1) 平27. 4. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［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    37 頁

  343040,176,7 いとう歯科クリニック〒451-0013 052-522-8888伊藤　康弘 伊藤　康弘 平16. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     は西176 名古屋市西区江向町４－５９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344040,178,3 まるこ歯科 〒451-0072 052-522-7775丸子　孝 丸子　孝 平17. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西178 名古屋市西区笠取町３－７０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345040,179,1 とりみ歯科 〒451-0071 052-524-2337中嶋　一揮 中嶋　一揮 平25. 2.14歯   小歯 診療所
     は西179 名古屋市西区鳥見町３－２９－１常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平25. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346040,180,9 スズキ歯科 〒452-0816 052-505-3423鈴木　元八 鈴木　元八 平19. 8. 1歯   小歯 診療所
     は西180 名古屋市西区貴生町２３－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347040,181,7 フタカタ歯科 〒452-0806 052-505-3334鈴木　一 鈴木　一 平18. 1. 1歯   小歯 診療所
     は西181 名古屋市西区五才美町１５ハイツ常　勤:    1 新規 現存
     サンワ１階 (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348040,182,5 医療法人やよい会栄生〒451-0052 052-541-4011医療法人やよい会　理水野　淸 平18. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西182 歯科医院 名古屋市西区栄生２－４－１５ア常　勤:    1事長　水野　淸 組織変更 現存
     ベニューＣＳ２階 (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349040,183,3 のぞみ歯科医院 〒452-0815 052-504-8241医療法人成祥会　理事森本　達郎 平18. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西183 名古屋市西区八筋町２８５－１レ常　勤:    2長　森本　達郎 組織変更 現存
     ジデンス八筋１階 (歯       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350040,184,1 デンタルサロンモナ 〒451-8551 052-532-0461小出　恭廉 小出　恭廉 平18.11. 1歯   診療所
     は西184 名古屋市西区樋の口町３－１９ウ常　勤:    2 新規 現存
     ェスティンナゴヤキャッスル４階(歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351040,185,8 髙田歯科 〒451-0035 052-524-0620髙田　哲夫 髙田　哲夫 平19. 1. 1歯   診療所
     は西185 名古屋市西区浅間１－１－２０ク常　勤:    1 新規 現存
     ラウチビル２階 (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  352040,187,4 城北歯科 〒451-0025 052-524-5401医療法人社団同人会　藤原　雅嗣 平19. 4. 1歯   診療所
     は西187 名古屋市西区上名古屋２－２－２常　勤:    2理事長　藤本　真理子 組織変更 現存
     １日商岩井第１城北ハイツ１階 (歯       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353040,188,2 フレンズクリニック 〒451-0053 052-522-5852医療法人光煌会　理事河原　僚次 平19. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     (041,188,5) 名古屋市西区枇杷島３－２８－２常　勤:    1長　前河　登志樹 組織変更 内   現存
     は西188 ３ (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354040,191,6 いとう歯科医院 〒452-0805 052-502-3285伊藤　隆敏 伊藤　隆敏 平19. 5. 1歯   診療所
     は西191 名古屋市西区市場木町２８０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355040,192,4 下條歯科医院 〒451-0066 052-522-2777下條　長宏 下條　長宏 平19. 7. 1歯   小歯 診療所
     は西192 名古屋市西区児玉１－１８－１９常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356040,195,7 川地歯科医院 〒451-0016 052-531-1951川地　基貴 川地　基貴 平20. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西195 名古屋市西区庄内通１－４７－５常　勤:    3 交代 歯外 現存
     (歯       3) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357040,196,5 あべ歯科クリニック 〒451-0012 052-522-6480阿部　倫也 阿部　倫也 平20.11. 1歯   小歯 診療所
     は西196 名古屋市西区稲生町杁先２２００常　勤:    1 新規 現存
     －１３２ (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358040,197,3 なでしこ歯科 〒452-0817 052-508-5814田中　あづさ 田中　あづさ 平21. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西197 名古屋市西区二方町４０ｍｏｚｏ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ワンダーシティ４階 (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359040,198,1 伊藤歯科医院 〒451-0021 052-531-6045伊藤　淳 伊藤　淳 平21.10. 1歯   小歯 診療所
     は西198 名古屋市西区天塚町４－６８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360040,200,5 山本歯科医院 〒451-0045 052-541-1824山本　誠 山本　誠 平22. 1. 1歯   小歯 診療所
     は西200 名古屋市西区名駅２－４－１５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
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  361040,201,3 ゆうこ歯科 〒451-0014 052-522-8880大西　裕子 大西　裕子 平22. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     は西201 名古屋市西区又穂町２－１　１号常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     棟１階公団又穂団地内医療センタ(歯       1) 平28. 2. 1
     ー
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362040,202,1 はせがわ歯科こども歯〒452-0843 052-502-8653長谷川　信洋 長谷川　信洋 平22. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西202 科 名古屋市西区平中町４ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363040,204,7 伊藤歯科医院 〒451-0062 052-531-2186伊藤　利樹 伊藤　利樹 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     は西204 名古屋市西区花の木３－１５－７常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364040,205,4 名古屋あおぞら歯科 〒451-0072 052-522-7355栗田　勇岐 栗田　勇岐 平23. 7. 1歯   歯外 診療所
     は西205 名古屋市西区笠取町４－８６－１常　勤:    1 新規 現存
     ファーストレジデンス１Ｆ　Ａ (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365040,208,8 庄内通歯科クリニック〒451-0014 052-524-4618長井　康平 長井　康平 平24.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は西208 名古屋市西区又穂町４－５７－１常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366040,209,6 ファミリーデンタル　〒451-0025 052-531-2992医療法人歯恩会　理事石田　悟 平24.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は西209 イシダ 名古屋市西区上名古屋１－３－１常　勤:    1長　石田　悟 組織変更 現存
     ３ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367040,210,4 パール歯科医院 〒451-0064 052-531-2202医療法人広風会　理事宮下　美樹 平25. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西210 名古屋市西区名西２－３３－８イ常　勤:    1長　水野　正宣 新規 現存
     ッツ　ボナンザシティ　ヨシヅヤ(歯       1) 平25. 3. 1
     名古屋名西店３階 非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368040,211,2 なごみ歯科 〒451-0015 052-982-6480糸数　直也 糸数　直也 平25. 9. 1歯   小歯 診療所
     は西211 名古屋市西区香呑町６－４９－１常　勤:    2 新規 現存
     イオンタウン名西２階 (歯       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369040,212,0 さよこ歯科 〒451-0045 052-414-5433岸　諭代子 岸　諭代子 平26. 5. 1歯   小歯 診療所
     は西212 名古屋市西区名駅２－２８－１６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 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

［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    40 頁

  370040,213,8 あおき歯科こども歯科〒451-0014 052-531-1118青木　一晃 青木　一晃 平26. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は西213 名古屋市西区又穂町３－４１ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371040,214,6 なないろ矯正歯科 〒452-0815 052-504-7716小島　理 小島　理 平26. 7. 1矯歯 診療所
     は西214 名古屋市西区八筋町２７９シティ常　勤:    2 新規 現存
     コート上小田井１階 (歯       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372040,216,1 ナカノ歯科医院 〒451-0042 052-551-2061中野　正剛 中野　正剛 平27. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西216 名古屋市西区那古野２－１０－２常　勤:    2 交代 現存
     ０ (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373040,217,9 長谷川歯科医院 〒451-0043 052-571-1988長谷川　雄一 長谷川　雄一 平27. 1. 1歯   小歯 診療所
     は西217 名古屋市西区新道１－２３－３４常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374040,219,5 ミュウデンタルクリニ〒452-0814 052-503-5570浅見　彩路 浅見　彩路 平27.10. 1歯   診療所
     は西219 ック 名古屋市西区南川町２２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375040,221,1 丹羽歯科 〒451-0044 052-571-2921丹羽　大介 丹羽　大介 平27.10. 1歯   診療所
     は西221 名古屋市西区菊井１－３５－１１常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376040,222,9 とき歯科天神山 〒451-0061 052-531-0078市川　千秋 市川　千秋 平27.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は西222 名古屋市西区浄心２－４－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  377040,223,7 近藤歯科 〒452-0814 052-982-8062近藤　敏生 近藤　敏生 平28. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西223 名古屋市西区南川町１１６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378040,224,5 医療法人社団みずほ会〒451-0014 052-532-8787医療法人社団みずほ会川端　博子 平28. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は西224 　アール歯科庄内通 名古屋市西区又穂町６－２９ 常　勤:    1　理事長　清水　徹 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:   18
     (歯      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  379040,225,2 名塚さくら歯科 〒451-0081 052-325-2633櫻井　崇 櫻井　崇 平28.11. 1歯   小歯 診療所
     は西225 名古屋市西区名塚町１－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380040,226,0 佐藤歯科クリニック 〒451-0062 052-528-3718佐藤　信明 佐藤　信明 平28.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西226 名古屋市西区花の木３－１９－５常　勤:    2 新規 現存
     佐藤ビル１階 (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381040,227,8 しんデンタルクリニッ〒451-0041 052-551-2221医療法人伸　理事長　舟橋　伸也 平29. 1. 5歯   小歯 矯歯診療所
     は西227 ク 名古屋市西区幅下１－１３－１８常　勤:    2舟橋　伸也 組織変更 現存
     アルファビル１階 (歯       2) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382040,228,6 みずの歯科クリニック〒451-0031 052-523-5580水野　正喜 水野　正喜 平29. 5. 1歯   小歯 診療所
     は西228 名古屋市西区城西２－１８－１６常　勤:    1 新規 現存
     鬼頭ビル１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383040,229,4 医療法人社団南翔会　〒451-0044 052-485-6035医療法人社団南翔会　郡山　淳士 平29. 4. 1歯   診療所
     は西229 あまさぎ歯科クリニッ名古屋市西区菊井１－２－４東進常　勤:    1理事長　郡山　淳士 組織変更 現存
     ク 養蜂ビル３階 (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384040,230,2 愛歯科クリニック 〒452-0842 052-505-2923中島　由花 中島　由花 平29. 9. 1歯   小歯 診療所
     は西230 名古屋市西区城町６９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385040,232,8 じょうしん歯科 〒451-0061 052-934-7090医療法人アイ・クオー松野　博之 平29.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西232 名古屋市西区浄心１－１－３８浄常　勤:    1ル　理事長　射場　圭 新規 歯外 現存
     心ステーションビル北館２０５ (歯       1)司 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  386040,233,6 山田歯科医院 〒452-0805 052-502-8148山田　邦博 山田　邦博 平29.11. 1歯   診療所
     は西233 名古屋市西区市場木町１７３サン常　勤:    1 交代 現存
     デンハイツ１階 (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387040,234,4 馬渕歯科医院 〒451-0023 052-531-2281医療法人優悠会　理事飯塚　慎也 平30. 2. 1歯   小歯 診療所
     は西234 名古屋市西区城北町２－８４－２常　勤:    2長　飯塚　慎也 組織変更 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  388040,235,1 ゆう歯科クリニック 〒451-0077 052-521-4308医療法人　弓音会　理伊藤　裕章 平30. 4. 1歯   小歯 診療所
     は西235 名古屋市西区笹塚町１－３６ 常　勤:    2事長　伊藤　裕章 組織変更 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389040,236,9 いちはら歯科 〒452-0802 052-503-6621市原　大輝 市原　大輝 平30. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は西236 名古屋市西区比良１－１８７ 常　勤:    2 新規 他   現存
     (歯       2) 平30. 5. 1他：歯科口腔外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390050,013,9 山崎歯科医院 〒453-0806 052-451-7948山崎　友次 山崎　友次 昭52. 3. 1歯   診療所
     は中村13 名古屋市中村区大正町２－３６－常　勤:    1 現存
     ５ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391050,071,7 平松歯科医院 〒453-0021 052-471-4995平松　茂弘 平松　茂弘 昭42. 5. 1歯   診療所
     は中村71 名古屋市中村区松原町２－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392050,078,2 伊藤歯科医院 〒450-0003 052-551-2513伊藤　一彦 伊藤　一彦 昭45. 4. 1歯   診療所
     は中村78 名古屋市中村区名駅南１－２３－常　勤:    1 現存
     ２９ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393050,079,0 吉田歯科医院 〒453-0015 052-451-8082吉田　孝重 吉田　孝重 昭45. 6. 1歯   診療所
     は中村79 名古屋市中村区椿町１－３４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394050,080,8 横井歯科医院 〒453-0835 052-412-0777横井　正勝 横井　正勝 昭46. 1. 1歯   小歯 診療所
     は中村80 名古屋市中村区上石川町３－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  395050,089,9 林歯科医院 〒453-0014 052-451-0322林　清重 林　清重 昭47. 6. 1歯   診療所
     は中村89 名古屋市中村区則武２－６－１７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396050,097,2 清水歯科 〒450-0002 052-581-3021清水　雅雪 清水　雅雪 平22. 4.16歯   診療所
     は中村97 名古屋市中村区名駅４－２６－２常　勤:    2 移動 現存
     ５メイフィス名駅ビル３０２ (歯       2) 平28. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397050,098,0 酒井矯正歯科クリニッ〒450-0002 052-581-3941酒井　優 酒井　優 平24. 7. 6矯歯 歯   診療所
     は中村98 ク 名古屋市中村区名駅４－４－１０常　勤:    2 移動 現存
     名古屋クロスコートタワー２階 (歯       2) 平24. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398050,103,8 冨田歯科医院 〒453-0044 052-471-8595冨田　力夫 冨田　力夫 昭49. 6. 1歯   診療所
     は中村103 名古屋市中村区鳥居通３－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
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  399050,104,6 松岡歯科 〒453-0015 052-451-2345松岡　重樹 松岡　重樹 平13. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中村104 名古屋市中村区椿町２１－９第一 移動 現存
     太閤ビル１階 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400050,109,5 ナゴヤクリニック 〒450-0002 052-586-0151吉田　匡俊 吉田　匡俊 昭49.11. 1歯   診療所
     は中村109 名古屋市中村区名駅４－４－１９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401050,113,7 大場歯科医院 〒450-0002 052-541-4654大塲　芳宏 大塲　芳宏 平18. 8. 1歯   診療所
     は中村113 名古屋市中村区名駅３－１３－２常　勤:    1 移動 現存
     ８名駅セブンスタービル９階 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  402050,118,6 医療法人メルサ会飯田〒450-0002 052-582-9009医療法人メルサ会　理飯田　啓介 昭50. 7. 1歯   診療所
     は中村118 歯科メルサ歯科室 名古屋市中村区名駅１－２－１　常　勤:    4事長　飯田　啓介 現存
     名鉄百貨店メンズ館２階 (歯       4) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403050,123,6 小出歯科医院 〒453-0032 052-482-1391小出　義昭 小出　義昭 昭51. 5. 1歯   診療所
     は中村123 名古屋市中村区塩池町２－１２－常　勤:    1 現存
     ２６ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404050,139,2 平澤歯科医院 〒453-0866 052-413-0418平澤　琢二 平澤　琢二 昭62. 9. 1歯   小歯 診療所
     は中村139 名古屋市中村区横井１－１１２　常　勤:    1 現存
     ドミール二村２階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405050,144,2 脇田歯科 〒453-0804 052-452-1046脇田　順雄 脇田　順雄 昭54. 4. 1歯   小歯 診療所
     は中村144 名古屋市中村区黄金通３－２２　常　勤:    1 現存
     シャトーこがね２階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406050,145,9 竹内歯科医院 〒450-0002 052-561-4048竹内　精司 竹内　精司 平19.10. 1歯   矯歯 診療所
     は中村145 名古屋市中村区名駅２－２８－３常　勤:    2 移動 現存
     ＯＡビル５階 (歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407050,146,7 近藤歯科 〒453-0061 052-461-4180近藤　祐司 近藤　祐司 昭54. 6. 1歯   診療所
     は中村146 名古屋市中村区日比津町１－５－常　勤:    1 現存
     ９ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408050,151,7 医療法人高峯会渡辺小〒453-0015 052-453-0005医療法人高峯会　理事渡辺　直彦 平12. 5.17小歯 歯   矯歯診療所
     は中村151 児歯科 名古屋市中村区椿町１６－４しら常　勤:    1長　渡辺　直彦 移動 現存
     さぎビル１階 (歯       1) 平30. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409050,155,8 田代歯科医院 〒453-0047 052-482-7004田代　寛 田代　寛 昭55.10. 1歯   小歯 診療所
     は中村155 名古屋市中村区元中村町１－３０常　勤:    1 現存
     －１３ (歯       1) 平28.10. 1
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  410050,157,4 稲葉地歯科医院 〒453-0057 052-413-1182中嶋　洋 中嶋　洋 昭55.12. 1歯   診療所
     は中村157 名古屋市中村区稲葉地本通２－１常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  411050,161,6 佐々木歯科医院 〒453-0014 052-452-3254佐々木　信雄 佐々木　信雄 昭56. 5. 1歯   診療所
     は中村161 名古屋市中村区則武１－２６－１常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412050,163,2 医療法人日進会名古屋〒450-0003 052-581-4718医療法人日進会　理事佐奈　正敏 昭56. 8. 1矯歯 診療所
     は中村163 矯正歯科診療所 名古屋市中村区名駅南２－１４－常　勤:    6長　佐奈　正敏 現存
     １９住友生命名古屋ビル１４階 (歯       6) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413050,165,7 林歯科医院 〒453-0856 052-412-2001林　秀直 林　秀直 昭57. 4. 1歯   矯歯 診療所
     は中村165 名古屋市中村区並木２－３１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414050,167,3 今枝歯科 〒453-0054 052-411-6531今枝　義博 今枝　義博 平10. 2.12歯   小歯 診療所
     は中村67 名古屋市中村区鳥居西通１－３ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415050,168,1 医療法人晃明会藤井歯〒453-0851 052-471-3900医療法人晃明会　理事藤井　元宏 昭57. 5.10歯   矯歯 小歯診療所
     は中村168 科医院畑江分院 名古屋市中村区畑江通３－１８ 常　勤:    1長　藤井　宏次 現存
     (歯       1) 平30. 5.10
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416050,169,9 木村歯科 〒453-0801 052-451-9796木村　博視 木村　博視 平29.12. 9歯   歯外 小歯診療所
     は中村169 名古屋市中村区太閤４－９－２６常　勤:    1 移動 現存
     木村ビル１階 (歯       1) 平29.12. 9
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417050,170,7 内堀歯科医院 〒450-0001 052-581-5580内堀　典保 内堀　典保 昭59.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中村170 名古屋市中村区那古野１－４７－常　勤:    2 歯外 現存
     １名古屋国際センタービル１０階(歯       2) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418050,171,5 いわつか歯科クリニッ〒453-0861 052-412-0162岩塚　長門 岩塚　長門 昭57.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     は中村171 ク 名古屋市中村区岩塚本通り４－３常　勤:    3 矯歯 他   現存
     ７ (歯       3) 平24.11. 1小矯歯
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  419050,172,3 ニューナゴヤクリニッ〒450-0002 052-563-1101阿部　建樹 阿部　建樹 昭57.10. 1歯   小歯 診療所
     は中村172 ク歯科 名古屋市中村区名駅１－２－２　常　勤:    2 現存
     近鉄ビル１０階 (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420050,175,6 きくや歯科 〒453-0811 052-461-0321小林　卓 小林　卓 昭58. 5. 1歯   診療所
     は中村175 名古屋市中村区太閤通６－１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  421050,177,2 医療法人美和会近藤歯〒453-0018 052-482-2280医療法人美和会　理事近藤　滋 平 8. 8. 1歯   診療所
     は中村177 科 名古屋市中村区佐古前町２０－８常　勤:    2長　近藤　滋 移動 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  422050,180,6 寺島歯科 〒453-0013 052-451-2125寺島　雅顕 寺島　雅顕 昭59. 5. 1歯   小歯 診療所
     は中村180 名古屋市中村区亀島１－１０－２常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423050,185,5 田中歯科 〒450-0003 052-322-3844田中　恵子 田中　恵子 昭61. 7. 1歯   診療所
     は中村185 名古屋市中村区名駅南５－４－１常　勤:    2 現存
     ９第８スカイパレス１階 (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424050,188,9 オガワ歯科 〒453-0046 052-481-6480小川　卓志 小川　卓志 平12.11.21歯   小歯 診療所
     は中村188 名古屋市中村区道下町３－１１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.11.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425050,189,7 加藤歯科 〒453-0054 052-411-9141加藤　善久 加藤　善久 昭63. 1. 1歯   診療所
     は中村189 名古屋市中村区鳥居西通１－４３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426050,192,1 渡辺歯科 〒450-0002 052-583-7060渡邉　泰 渡邉　泰 昭63. 3. 1歯   診療所
     は中村192 名古屋市中村区名駅２－４５－７常　勤:    1 現存
     　松岡ビル３階 (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427050,193,9 こめの歯科医院 〒453-0808 052-451-1182木村　英雄 木村　英雄 昭63. 4. 1歯   小歯 診療所
     は中村193 名古屋市中村区郷前町２－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
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  428050,194,7 小川歯科医院 〒453-0866 052-413-1180小川　正義 小川　正義 昭63. 5. 1歯   診療所
     は中村194 名古屋市中村区横井１－１４０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429050,195,4 三輪歯科医院 〒453-0067 052-413-0123三輪　巌 三輪　巌 昭63. 6. 1歯   小歯 診療所
     は中村195 名古屋市中村区宿跡町２－１１２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430050,196,2 小島歯科 〒453-0044 052-461-1182小嶋　久雄 小嶋　久雄 平元. 4. 1歯   小歯 診療所
     は中村196 名古屋市中村区鳥居通２－３１，常　勤:    1 現存
     １，２，３， (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431050,198,8 八社歯科医院 〒453-0863 052-411-6211高橋　龍彦 高橋　龍彦 平元. 5. 1歯   小歯 診療所
     は中村198 名古屋市中村区八社２－１０２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432050,200,2 松永歯科医院 〒453-0801 052-451-6276松永　弘美 松永　弘美 平元. 5. 2歯   診療所
     は中村200 名古屋市中村区太閤４－１－１５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433050,201,0 梶川歯科医院 〒453-0856 052-412-5100医療法人梶川歯科医院梶川　宗治 平元. 7. 1歯   診療所
     は中村201 名古屋市中村区並木１－５７ 常　勤:    2　理事長　梶川　宗久 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434050,202,8 いいだ歯科医院 〒453-0051 052-411-0300飯田　丈二 飯田　丈二 平17. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中村202 名古屋市中村区豊幡町３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435050,203,6 牧歯科医院 〒453-0828 052-481-6120牧　貴明 牧　貴明 平 2.10. 1歯   診療所
     は中村203 名古屋市中村区中村本町３－９４常　勤:    1 現存
     －３ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436050,207,7 国鉄会館歯科 〒453-0015 052-453-1714小野　積 小野　積 平 3.11. 1歯   診療所
     は中村207 名古屋市中村区椿町２０－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437050,214,3 加賀歯科 〒450-0003 052-586-0118加賀　利次 加賀　利次 平 5. 4. 1歯   小歯 診療所
     は中村214 名古屋市中村区名駅南１－２０－常　勤:    1 現存
     ７ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  438050,215,0 村上歯科 〒453-0842 052-413-8080村上　智久 村上　智久 平 5. 4. 1歯   診療所
     は中村215 名古屋市中村区剣町１７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439050,216,8 中部矯正歯科クリニッ〒450-0002 052-586-2660遠藤　泰昭 遠藤　泰昭 平 5. 8. 1矯歯 診療所
     は中村216 ク 名古屋市中村区名駅３－２１－４常　勤:    1 新規 現存
     名銀駅前ビル５階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440050,217,6 神明歯科医院 〒450-0002 052-586-3209田中　誠一 田中　誠一 平 6. 3. 1歯   小歯 診療所
     は中村217 名古屋市中村区名駅５－１４－９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441050,218,4 みやうら歯科 〒453-0838 052-411-1554秋田　豊樹 秋田　豊樹 平 6. 4. 1歯   診療所
     は中村218 名古屋市中村区向島町４－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442050,219,2 平和歯科医院 〒453-0855 052-483-5177林　聖吾 林　聖吾 平 6. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は中村219 名古屋市中村区烏森町２ー１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443050,221,8 はら歯科 〒453-0014 052-453-6555原　良成 原　良成 平 6. 7. 1歯   診療所
     は中村221 名古屋市中村区則武１ー８ー７第常　勤:    1 新規 現存
     二ムツミビル (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  444050,223,4 奥村歯科医院 〒453-0043 052-481-1029奥村　剛史 奥村　剛史 平 6.12.29歯   診療所
     は中村223 名古屋市中村区上ノ宮町１－３２常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.12.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445050,224,2 たかみち歯科クリニッ〒453-0037 052-481-8860髙村　秀平 髙村　秀平 平 7. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中村224 ク 名古屋市中村区高道町６－１ー３常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446050,225,9 こうの歯科 〒450-0003 052-586-8455河野　基子 河野　基子 平 7. 8. 1歯   小歯 診療所
     は中村225 名古屋市中村区名駅南１－２３－常　勤:    1 新規 現存
     ２７新笹島ビル１階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  447050,226,7 ＩＭデンタルクリニッ〒450-0003 052-581-3121安田　守 安田　守 平 7.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中村226 ク 名古屋市中村区名駅南１－２４－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ３０名古屋三井ビルディング本館(歯       1) 平28.10. 1
     Ｂ１０３号室 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  448050,227,5 ゲートタワースワン歯〒450-6626 052-562-1700医療法人スワン会　理鈴木　純二 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中村227 科・矯正歯科 名古屋市中村区名駅１－１－３Ｊ常　勤:    3事長　鈴木　純二 移動 矯歯 現存
     Ｒゲートタワー２６階 (歯       3) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449050,228,3 えびす歯科 〒453-0818 052-471-7270黒木　豊 黒木　豊 平 8. 5. 1歯   診療所
     は中村228 名古屋市中村区千成通６－５コー常　勤:    1 新規 現存
     ポサンシャイン１階 (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450050,233,3 山岸歯科医院 〒453-0807 052-459-1822山岸　正幸 山岸　正幸 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     は中村233 名古屋市中村区権現通２－１８－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451050,234,1 谷歯科 〒453-0835 052-414-0861谷　正人 谷　正人 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     は中村234 名古屋市中村区上石川町１－５２常　勤:    1 新規 現存
     －３ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452050,235,8 水野歯科口腔外科 〒453-0016 052-452-5776水野　和生 水野　和生 平 9. 4. 1歯   歯外 診療所
     は中村235 名古屋市中村区竹橋町２１－１１常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453050,237,4 サカエ歯科 〒453-0045 052-486-1890城　俊克 城　俊克 平 9. 6. 1 診療所
     は中村237 名古屋市中村区藤江町２－４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454050,238,2 広小路歯科室 〒450-0002 052-561-1333中田　論理 中田　論理 平 9. 7. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は中村238 名古屋市中村区名駅４－２４－１常　勤:    1 新規 現存
     ２グローバービル２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  455050,241,6 山田歯科医院 〒453-0057 052-412-5544山田　康隆 山田　康隆 平10. 5. 1歯   診療所
     は中村241 名古屋市中村区稲葉地本通１ー２常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  456050,242,4 村上歯科医院 〒453-0065 052-411-5875村上　仁 村上　仁 平11. 2.12歯   小歯 診療所
     は中村242 名古屋市中村区靖国町１－１２３常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  457050,245,7 医療法人佐藤会さとう〒453-0064 052-412-4582医療法人佐藤会　理事佐藤　一郎 平12. 1. 1歯   診療所
     は中村245 歯科 名古屋市中村区草薙町１－１０１常　勤:    1長　佐藤　一郎 組織変更 現存
     －３ (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458050,247,3 よこやま歯科 〒453-0014 052-451-0180横山　忠 横山　忠 平12. 5. 1歯   小歯 診療所
     は中村247 名古屋市中村区則武２－３３－１常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459050,248,1 木村歯科医院 〒450-0003 052-588-7417木村　和昭 木村　和昭 平12. 9. 1歯   小歯 診療所
     は中村248 名古屋市中村区名駅南１－１５－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460050,250,7 医療法人伸葉会あらわ〒453-0846 052-411-5511医療法人伸葉会　理事山﨑　文廣 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     は中村250 い歯科 名古屋市中村区西栄町２７ 常　勤:    2長　田島　伸也 組織変更 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461050,251,5 岩田歯科医院 〒453-0041 052-471-7885岩田　明久 岩田　明久 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     は中村251 名古屋市中村区本陣通３－４１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462050,252,3 水谷歯科 〒450-0002 052-562-1005水谷　茂 水谷　茂 平13. 4. 1歯   診療所
     は中村252 名古屋市中村区名駅３－２２－８常　勤:    1 新規 現存
     大東海ビル３階 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  463050,254,9 こもだ歯科医院 〒453-0811 052-482-7271菰田　隆史 菰田　隆史 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     は中村254 名古屋市中村区太閤通６－９９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464050,255,6 福田歯科医院 〒453-0804 052-452-6618水野　素子 水野　素子 平13. 6. 1歯   診療所
     は中村255 名古屋市中村区黄金通１－７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465050,256,4 日比野歯科医院 〒450-0002 052-541-0464日比野　祥三 日比野　祥三 平13.10. 1歯   診療所
     は中村256 名古屋市中村区名駅２－３６－６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  466050,257,2 渡辺歯科医院 〒453-0855 052-471-3077渡辺　功 渡辺　功 平13.10.25歯   診療所
     は中村257 名古屋市中村区烏森町３－５８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.10.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  467050,261,4 渡辺歯科医院 〒453-0021 052-471-6623渡邉　肇 渡邉　肇 平15. 4. 1歯   診療所
     は中村261 名古屋市中村区松原町２－５０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468050,265,5 クリスタル歯科 〒450-0002 052-586-1111三輪　晃資 三輪　晃資 平16. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は中村265 名古屋市中村区名駅４－１－３ク常　勤:    2 新規 現存
     リスタルＭＡビル５階 (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469050,266,3 小児歯科あおやま 〒453-0053 052-411-8081安立　妙子 安立　妙子 平16. 7. 1小歯 診療所
     は中村266 名古屋市中村区中村町９－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470050,267,1 名駅歯科 〒450-0002 052-586-6650高田　美惠子 高田　美惠子 平16. 8. 1歯   診療所
     は中村267 名古屋市中村区名駅２－４５－１常　勤:    2 交代 現存
     ０川島ビル４階 (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471050,269,7 名駅メデントクリニッ〒450-0003 052-587-4181河野　通夫 河野　通夫 平16.10. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は中村269 ク 名古屋市中村区名駅南１－１７－常　勤:    2 新規 現存
     ２５アスタービル９階 (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472050,271,3 医療法人昌学会　まさ〒453-0053 052-412-4124医療法人昌学会　理事中川　昌樹 平22. 4.15歯   矯歯 小歯診療所
     は中村271 き歯科 名古屋市中村区中村町９－２－１常　勤:    3長　中川　昌樹 移動 現存
     (歯       3) 平28. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473050,272,1 さくら歯科 〒453-0811 052-482-4700菅野　秀則 菅野　秀則 平18.11.13歯   小歯 診療所
     は中村272 名古屋市中村区太閤通９－１０酒常　勤:    1 移動 現存
     井ビル２階 (歯       1) 平24.11.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  474050,273,9 まつい歯科 〒453-0825 052-486-7751松井　治 松井　治 平18. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中村273 名古屋市中村区沖田町３８７アメ常　勤:    1 新規 現存
     ニティー沖田２階 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475050,274,7 中島歯科 〒453-0054 052-411-7777中島　徹 中島　徹 平18. 5. 1歯   診療所
     は中村274 名古屋市中村区鳥居西通２－３６常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  476050,276,2 アクアタウン歯科クリ〒450-0002 052-563-1281植田　啓資 植田　啓資 平19. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中村276 ニック 名古屋市中村区名駅５－３３０８常　勤:    1 新規 現存
     アクアタウン納屋橋オフィス棟１(歯       1) 平25. 3. 1
     階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  477050,277,0 いわま歯科クリニック〒453-0818 052-483-2200岩間　彰宏 岩間　彰宏 平19. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中村277 名古屋市中村区千成通１－５０－常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478050,278,8 医療法人紀泉会さくら〒453-0862 052-419-6177医療法人紀泉会　理事山田　耕平 平19.11. 1歯   小歯 診療所
     は中村278 デンタルクリニック 名古屋市中村区岩塚町小池１－５常　勤:    1長　山田　美佐子 新規 現存
     ９ (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479050,279,6 林歯科 〒453-0045 052-471-1180林　裕久 林　裕久 平20. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中村279 名古屋市中村区藤江町３－４９－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  480050,281,2 藤本歯科クリニック 〒453-0841 052-414-0088藤本　敬介 藤本　敬介 平20. 3. 1歯   小歯 診療所
     は中村281 名古屋市中村区稲葉地町４－５１常　勤:    1 新規 現存
     －２ (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481050,282,0 外堀通歯科クリニック〒453-0041 052-482-0011小林　裕史 小林　裕史 平20. 4. 1歯   診療所
     は中村282 名古屋市中村区本陣通３－５４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482050,287,9 医療法人社団有心会　〒453-0015 052-451-4840医療法人社団有心会　森　達也 平20.10. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は中村287 クリア歯科名古屋院 名古屋市中村区椿町１６－２３名常　勤:    2理事長　木村　正信 組織変更 現存
     駅ＡＢＣビル６階 (歯       2) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483050,289,5 ミッドランドスワン歯〒450-6208 052-581-0010医療法人スワン会　理濱口　重朗 平21. 2. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は中村289 科・矯正歯科 名古屋市中村区名駅４－７－１ミ常　勤:    2事長　鈴木　純二 交代 小歯 現存
     ッドランドスクエア豊田・毎日ビ(歯       2) 平27. 2. 1
     ルディング８階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  484050,292,9 名駅ナディア歯科 〒450-0002 052-589-8886医療法人ナディアパー富田　慎 平21. 5.15歯   歯外 小歯診療所
     は中村292 名古屋市中村区名駅４－２７－１常　勤:    2クデンタルクリニック 組織変更 矯歯 現存
     モード学園スパイラルタワーズ地(歯       2)　理事長　飯田　吉郎 平27. 5.15
     下２階
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  485050,294,5 医療法人鉄隻会うるお〒453-0811 052-485-4182医療法人鉄隻会　理事奥村　潤一郎 平22. 2. 1歯   小歯 診療所
     は中村294 い歯科 名古屋市中村区太閤通６－３０ 常　勤:    1長　奥村　恪郎 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486050,295,2 いとう歯科 〒453-0832 052-471-1511伊藤　貴志 伊藤　貴志 平22. 4.16歯   小歯 矯歯診療所
     は中村295 名古屋市中村区乾出町２－２９ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 4.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  487050,296,0 鈴木デンタルクリニッ〒450-0003 052-586-0725鈴木　将之 鈴木　将之 平22. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     は中村296 ク 名古屋市中村区名駅南２－１４－常　勤:    2 新規 現存
     １９住友生命名古屋ビル２階 (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488050,298,6 テルミナ歯科クリニッ〒450-0002 052-586-0007医療法人エルザ会　理鳥村　敏明 平22.10. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は中村298 ク 名古屋市中村区名駅１－１－４Ｊ常　勤:    2事長　鳥村　敏明 組織変更 現存
     Ｒ名古屋駅コンコースファッショ(歯       2) 平28.10. 1
     ンワン
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  489050,299,4 興福歯科医院 〒450-0002 052-561-0648西田　善紀 西田　善紀 平23. 6.16歯   診療所
     は中村299 名古屋市中村区名駅３－２４－１常　勤:    2 交代 現存
     ４　ＬＣビルディング７階 (歯       2) 平29. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490050,300,0 医療法人　一栄会　宮〒453-0835 052-411-8054医療法人一栄会　理事宮本　貴文 平26.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中村300 本歯科 名古屋市中村区上石川町３－２１常　勤:    1長　宮本　正彰 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491050,303,4 すぎうら歯科クリニッ〒453-0811 052-461-7564医療法人太洋会　理事杉浦　洋平 平25. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中村303 ク 名古屋市中村区太閤通４－１９ 常　勤:    9長　杉浦　洋平 組織変更 現存
     (歯       9) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492050,304,2 ふくざわ歯科 〒453-0811 052-482-0020福澤　慎也 福澤　慎也 平25.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     は中村304 名古屋市中村区太閤通７－７－２常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493050,306,7 名鯛歯科 〒450-0002 052-581-7063小野　隆司 小野　隆司 平26. 2. 1歯   診療所
     は中村306 名古屋市中村区名駅４－１５－２常　勤:    1 交代 現存
     ２六連鯛ビル３階 (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  494050,307,5 高岡歯科 〒450-0002 052-581-1764髙岡　晃行 髙岡　晃行 平26. 4. 1歯   診療所
     は中村307 名古屋市中村区名駅５－４－１４常　勤:    1 交代 現存
     　花車ビル北館 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495050,309,1 こんどう歯科医院 〒453-0046 052-461-6480近藤　祐平 近藤　祐平 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中村309 名古屋市中村区道下町１－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  496050,311,7 歯科名駅南 〒450-0003 052-583-7870桶屋　洋之 桶屋　洋之 平27. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中村311 名古屋市中村区名駅南３－１６－常　勤:    1 新規 現存
     １５ＡＳビル１階 (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497050,312,5 さこうデンタルクリニ〒453-0033 052-471-0350天野　敏之 天野　敏之 平27. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中村312 ック 名古屋市中村区栄生町８－１３　常　勤:    2 交代 現存
     日善ビル２階 (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498050,313,3 カメリア歯科矯正クリ〒453-0015 052-452-4618池村　祥子 池村　祥子 平27. 6.25歯   矯歯 診療所
     は中村313 ニック 名古屋市中村区椿町１８－２２ロ常　勤:    2 交代 現存
     ータスビル３階 (歯       2) 平27. 6.25
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499050,314,1 高橋矯正歯科 〒453-0837 052-412-8148髙橋　拡史 髙橋　拡史 平27. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は中村314 名古屋市中村区二瀬町１３２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500050,315,8 まつなが歯科 〒453-0018 052-471-5030松永　素和 松永　素和 平27.10. 2歯   矯歯 小歯診療所
     は中村315 名古屋市中村区佐古前町３－２１常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  501050,316,6 エスカ歯科・矯正歯科〒453-0015 052-452-1255医療法人清翔会　理事水谷　倫康 平28. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は中村316 名古屋市中村区椿町６－９先エス常　勤:    3長　小池　陵馬 組織変更 歯外 現存
     カ地下街 (歯       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502050,317,4 めいよん歯科 〒450-0002 052-446-8846渡邊　裕文 渡邊　裕文 平28. 4. 1歯   歯外 診療所
     は中村317 名古屋市中村区名駅４－２－１２常　勤:    1 新規 現存
     松陽ビル２階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  503050,318,2 あしかり歯科 〒453-0855 052-471-6849芦刈　了平 芦刈　了平 平28. 8. 1歯   診療所
     は中村318 名古屋市中村区烏森町１－１３２常　勤:    2 交代 現存
     －１　エクレールかすもり１階 (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504050,320,8 きとう歯科 〒450-0002 052-561-4182鬼頭　典裕 鬼頭　典裕 平28.10.22歯   歯外 診療所
     は中村320 名古屋市中村区名駅４－１３－５常　勤:    1 交代 現存
     協栄ビル２Ｆ (歯       1) 平28.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505050,321,6 名駅アール歯科・矯正〒450-0002 052-581-1051医療法人清翔会　理事越知　正博 平29. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中村321 歯科 名古屋市中村区名駅４－１０－２常　勤:    1長　小池　陵馬 交代 歯外 現存
     ５名駅ＩＭＡＩビル１１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506050,322,4 大口弘歯科クリニック〒450-0002 052-564-8211医療法人大徳会　理事大口　弘 平29. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中村322 名古屋駅前院 名古屋市中村区名駅３－９－２３常　勤:    1長　大口　弘 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507050,323,2 ささしまＣｏｚｙ歯科〒450-0003 090-8153-8020福島　邦晃 福島　邦晃 平29. 8. 1歯   診療所
     は中村323 医院 名古屋市中村区名駅南４－８－１常　勤:    1 新規 現存
     ２グランメールカズⅢ６０７ (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508050,324,0 名古屋城デンタルクリ〒453-0014 052-718-4327山田　哲央 山田　哲央 平29.10. 1歯   診療所
     は中村324 ニック 名古屋市中村区則武１－２２－４常　勤:    1 新規 現存
     トーカンマンション名古屋第７－(歯       1) 平29.10. 1
     ８０６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  509050,325,7 古橋歯科医院 〒453-0035 052-482-2535古橋　匡文 古橋　匡文 平29. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     は中村325 名古屋市中村区十王町８－２２ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510050,326,5 ＲＹＯ　ＪＩＭＢＯ　〒450-0002 052-462-1118神保　良 神保　良 平29.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中村326 ＤＥＮＴＡＬ 名古屋市中村区名駅４－２６－９常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ＮＥＷ　ＡＧ　ＴＯＷＥＲ１　１(歯       1) 平29.11. 1
     ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511050,327,3 いしはら総合歯科 〒453-0818 052-462-8241石原　健太郎 石原　健太郎 平29.11. 1 診療所
     は中村327 名古屋市中村区千成通３－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512050,328,1 みやかわデンタルクリ〒450-0002 052-565-6480医療法人みやかわデン宮川　宗久 平29.11. 1歯   矯歯 歯外診療所
     は中村328 ニック 名古屋市中村区名駅４－５－２８常　勤:    4タルクリニック　理事 組織変更 小歯 現存
     桜通豊田ビル１０２ (歯       4)長　宮川　宗久 平29.11. 1
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  513060,037,6 日生歯科診療所 〒460-0008 052-241-0680医療法人穂積新生会　藤城　吉正 平28.11. 1歯   診療所
     は中37 名古屋市中区栄３－４－２１ＴＯ常　勤:    2理事長　藤城　吉正 移動 現存
     ＳＨＩＮ　ＳＡＫＡＥ　ビル４階(歯       2) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  514060,112,7 田中歯科医院 〒460-0011 052-231-6761田中　英暉 田中　英暉 昭44. 4. 1歯   診療所
     は中112 名古屋市中区大須２－２９－４３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515060,119,2 愛知歯科医療センター〒460-0002 052-962-9102一般社団法人愛知県歯内堀　典保 平24. 9.10歯   診療所
     は中119 名古屋市中区丸の内３－５－１８常　勤:    1科医師会　会長　内堀 移動 現存
     愛知県歯科医師会館１階あいち口(歯       1)　典保 平24. 9.10
     腔保健センター内 非常勤:   29
     (歯      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516060,122,6 早矢仕歯科 〒460-0002 052-231-0595早矢仕　芳昭 早矢仕　芳昭 昭46. 6. 1歯   診療所
     は中122 名古屋市中区丸の内２－１３－１常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517060,137,4 甲斐川歯科医院 〒460-0008 052-261-5626甲斐川　昭造 甲斐川　昭造 昭54. 5.21歯   診療所
     は中137 名古屋市中区栄５－１－１　パー常　勤:    2 現存
     クサイドビル３階 (歯       2) 平30. 5.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518060,149,9 渡辺歯科医院 〒460-0008 052-242-1023渡辺　徹雄 渡辺　徹雄 昭49. 6. 1歯   診療所
     は中149 名古屋市中区栄４－１５－１４　常　勤:    1 現存
     栄ハイホーム１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  519060,154,9 谷口歯科医院 〒460-0003 052-202-0080谷口　二郎 谷口　二郎 昭49.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中154 名古屋市中区錦１－１１－２０　常　勤:    2 現存
     大永ビル４階 (歯       2) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520060,164,8 小島歯科医院 〒460-0003 052-951-6877小島　邦男 小島　邦男 昭52. 6. 1歯   診療所
     は中164 名古屋市中区錦３－１１－１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521060,168,9 宮田歯科医院 〒460-0011 052-231-8218宮田　信男 宮田　信男 昭53. 4. 1歯   診療所
     は中168 名古屋市中区大須１－６－２９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  522060,171,3 小川歯科 〒460-0002 052-951-1413小川　松弥 小川　松弥 昭53. 6. 1歯   診療所
     は中171 名古屋市中区丸の内３－１６－２常　勤:    2 現存
     ３ (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523060,176,2 カワバタ歯科 〒460-0008 052-232-2000川端　英史 川端　英史 昭54. 5. 1歯   診療所
     は中176 名古屋市中区栄１－１３－９ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524060,179,6 清水歯科医院 〒460-0008 052-241-0562清水　和幸 清水　和幸 昭54. 8. 1歯   診療所
     は中179 名古屋市中区栄５－１８－５　フ常　勤:    1 現存
     ィレンツエ栄１階 (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525060,181,2 梶原矯正歯科クリニッ〒460-0022 052-321-5580梶原　忠嘉 梶原　忠嘉 平24. 9.21矯歯 診療所
     は中181 ク 名古屋市中区金山２－１１－１５常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  526060,182,0 スカイル福与歯科 〒460-0008 052-241-8294医療法人誠晋会　理事福與　誠邦 昭55. 5. 1歯   歯外 診療所
     は中182 名古屋市中区栄３ー４ー５ 常　勤:    1長　福與　誠邦 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527060,183,8 江端歯科 〒460-0022 052-882-3258江端　政直 江端　政直 昭56. 5. 1歯   診療所
     は中183 名古屋市中区金山５－１１－１８常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  528060,185,3 赤門通歯科医院 〒460-0011 052-241-2480芳賀　信義 芳賀　信義 昭56. 7. 1歯   診療所
     は中185 名古屋市中区大須３－１５－１１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529060,186,1 記念橋歯科 〒460-0011 052-241-8248伊藤　輝章 伊藤　輝章 昭56. 9. 1歯   小歯 診療所
     は中186 名古屋市中区大須４－１４－３５常　勤:    1 現存
     　記念橋第１ビル２階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530060,191,1 田島歯科 〒460-0008 052-262-0744田嶋　伸一郎 田嶋　伸一郎 平17. 3. 4歯   診療所
     は中191 名古屋市中区栄３－１７－１５エ常　勤:    1 移動 現存
     フエックスビル４階 (歯       1) 平29. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531060,192,9 亀井歯科 〒460-0002 052-961-6001亀井　俊雄 亀井　俊雄 昭57. 4. 1歯   小歯 診療所
     は中192 名古屋市中区丸の内３－６－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532060,196,0 河合歯科医院 〒460-0011 052-262-4466河合　良明 河合　良明 昭57.10. 6歯   矯歯 小歯診療所
     は中196 名古屋市中区大須３－４６－２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.10. 6
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  533060,202,6 大原歯科医院 〒460-0011 052-241-1782大原　敏正 大原　敏正 昭58. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は中202 名古屋市中区大須４－１０－７８常　勤:    2 現存
     　オクダビル２階 (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534060,205,9 松井歯科医院 〒460-0022 052-322-5858松井　孝之 松井　孝之 昭59. 1. 1歯   小歯 診療所
     は中205 名古屋市中区金山１－１６－１４常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  535060,206,7 ごとう歯科医院 〒460-0003 052-962-5883後東　和夫 後東　和夫 平 4. 9.21歯   診療所
     は中206 名古屋市中区錦３－１３－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  536060,207,5 久野歯科医院 〒460-0017 052-321-0144久野　邦博 久野　邦博 平 4. 8. 1歯   診療所
     は中207 名古屋市中区松原３－１０－１７常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537060,212,5 山崎歯科医院 〒460-0017 052-321-1475山崎　正和 山崎　正和 昭61. 1. 1歯   診療所
     は中212 名古屋市中区松原３－７－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538060,214,1 一壺歯科医院 〒460-0003 052-955-8211伊藤　茂基 伊藤　茂基 平17. 3. 1歯   診療所
     は中214 名古屋市中区錦３－７－１４ＡＴ常　勤:    1 移動 現存
     ビル２階 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539060,215,8 新栄福与歯科 〒460-0007 052-241-1631医療法人誠晋会　理事福與　美佳 昭62. 2. 1歯   診療所
     は中215 名古屋市中区新栄１－４１－６ 常　勤:    1長　福與　誠邦 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540060,217,4 名古屋広小路ナオキ歯〒460-0008 052-204-5454渡邉　直樹 渡辺　直樹 平22. 6.16歯   歯外 診療所
     は中217 科室 名古屋市中区栄２－３－１名古屋常　勤:    1 移動 現存
     広小路ビルヂング７階 (歯       1) 平28. 6.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541060,218,2 ヨシダ歯科 〒460-0008 052-262-4618吉田　尚子 吉田　尚子 平21. 4.28歯   診療所
     は中218 名古屋市中区栄３－７－４ＴＯＳ常　勤:    1 移動 現存
     ＨＩＮ．ＳＡＫＵＲＡビル３階 (歯       1) 平27. 4.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542060,221,6 木村歯科 〒460-0017 052-322-6474木村　隆夫 木村　隆夫 昭63. 3. 1歯   小歯 診療所
     は中221 名古屋市中区松原１－１５－１７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
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  543060,222,4 大山矯正歯科 〒460-0008 052-251-3332趙　豊照 趙　豊照（大山照彦）昭63. 3. 1矯歯 歯   診療所
     は中222 名古屋市中区栄５－１６－１４　常　勤:    3 現存
     新東場ビル２階 (歯       3) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  544060,223,2 長谷川亨・歯科クリニ〒460-0008 052-262-8148長谷川　亨 長谷川　亨 平30. 5. 1歯   矯歯 診療所
     は中223 ック 名古屋市中区栄４－１６－２４メ常　勤:    1 移動 現存
     ーゾンオザワビル６階 (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545060,226,5 伊勢山歯科 〒460-0026 052-331-4618河合　圭一 河合　圭一 昭63.10. 1歯   小歯 診療所
     は中226 名古屋市中区伊勢山１－５－２３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  546060,227,3 雲竜フレックス歯科 〒460-0007 052-262-7456伊藤　桂 伊藤　桂 昭63.12. 1歯   小歯 診療所
     は中227 名古屋市中区新栄２－１－９雲竜常　勤:    1 現存
     フレックス西館１３０１ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547060,231,5 さぶり歯科 〒460-0003 052-221-1777佐分利　清信 佐分利　清信 平元. 3. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は中231 名古屋市中区錦１－２０－２５　常　勤:    2 現存
     広小路ＹＭＤビル２階 (歯       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548060,233,1 いとう歯科クリニック〒460-0021 052-331-4188伊藤　文夫 伊藤　文夫 平元. 8. 1歯   小歯 診療所
     は中233 名古屋市中区平和１－６－１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549060,234,9 北岡歯科医院 〒460-0002 052-953-0518北岡　豊 北岡　豊 平元.10. 1歯   小歯 診療所
     は中234 名古屋市中区丸の内３－２２－２常　勤:    1 現存
     １　損保ジャパン日本興亜名古屋(歯       1) 平28.10. 1
     ビル８階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550060,237,2 栄ガスビル三宅デンタ〒460-0008 052-242-7007三宅　康史 三宅　康史 平 2. 6.14歯   診療所
     は中237 ルオフィス 名古屋市中区栄３－１５－３３　常　勤:    2 現存
     栄ガスビル９階 (歯       2) 平29. 6.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551060,238,0 大井歯科 〒460-0015 052-323-1580日江井　眞 日江井　眞 平 2. 7. 1歯   診療所
     は中238 名古屋市中区大井町４－１７　ア常　勤:    1 現存
     ベニュー大井１階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552060,239,8 丸の内歯科 〒460-0002 052-222-0846山口　博 山口　博 平 2.10. 1歯   診療所
     は中239 名古屋市中区丸の内２－１７－２常　勤:    1 現存
     ２大森石油ビル３階 (歯       1) 平29.10. 1
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  553060,243,0 石垣歯科 〒460-0003 052-972-6580石垣　伸 石垣　伸 平 3. 4. 1歯   診療所
     は中243 名古屋市中区錦３－４－１９　石常　勤:    1 現存
     垣ビル３階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  554060,245,5 木村歯科医院 〒460-0002 052-231-5826木村　正彦 木村　正彦 平 3. 5. 1歯   診療所
     は中245 名古屋市中区丸の内１－８－４１常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555060,246,3 栄スワン歯科・矯正歯〒460-0008 052-243-4600医療法人スワン会　理山川　昌之 平19.12.11歯   矯歯 小歯診療所
     は中246 科 名古屋市中区栄３－１５－８服部常　勤:    1事長　鈴木　純二 移動 歯外 現存
     名古屋栄ビル７階 (歯       1) 平25.12.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  556060,248,9 袋町歯科 〒460-0003 052-211-6678岡田　孝二 岡田　孝二 平 3. 6. 1歯   診療所
     は中248 名古屋市中区錦１－８－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557060,251,3 岡戸歯科医院 〒460-0008 052-241-1229岡戸　久 岡戸　久 平 4. 1. 1歯   診療所
     は中251 名古屋市中区栄４－１７－３２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  558060,252,1 セントラル歯科 〒460-0012 052-242-5225藤井　靖 藤井　靖 平 4. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中252 名古屋市中区千代田１－１２－１常　勤:    1 現存
     ７ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  559060,254,7 仲尾歯科 〒460-0004 052-963-4182仲尾　峰泰 仲尾　峰泰 平 4. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は中254 名古屋市中区新栄町１－３　日丸常　勤:    3 現存
     名古屋ビル６Ｆ (歯       3) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560060,255,4 御園歯科 〒460-0008 052-221-8911杉山　知加樹 杉山　知加樹 平25. 8. 1歯   診療所
     は中255 名古屋市中区栄２－１－１日土地常　勤:    1 移動 現存
     名古屋ビル２階 (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561060,256,2 小塚歯科医院 〒460-0008 052-241-2292小塚　充雄 小塚　充雄 平 4. 7. 1歯   診療所
     は中256 名古屋市中区栄４－２１－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562060,260,4 若山順デンタルクリニ〒460-0008 052-263-3199若山　順 若山　順 平 5. 4. 1歯   矯歯 診療所
     は中260 ック 名古屋市中区栄４－１４－３１　常　勤:    1 現存
     栄オークリッジＢ１ (歯       1) 平29. 4. 1
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  563060,261,2 安倍歯科 〒460-0008 052-262-3201安倍　尚之 安倍　尚之 平23. 3.28歯   診療所
     は中261 名古屋市中区栄３－７－９新鏡栄常　勤:    2 移動 現存
     ビル５階 (歯       2) 平29. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564060,263,8 歯科サンセール 〒460-0003 052-222-3800田ケ原　昭弘 田ケ原　昭弘 平 5. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は中263 名古屋市中区錦１－１０－９　Ｂ常　勤:    1 歯外 現存
     ＦＳ伏見ビル８階 (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  565060,264,6 イソベ歯科 〒460-0022 052-321-5070磯部　晴彦 磯部　晴彦 平 5. 5. 3歯   診療所
     は中264 名古屋市中区金山１－４－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566060,267,9 金山矯正歯科クリニッ〒460-0022 052-331-8560田中　進平 田中　進平 平 5. 7. 1矯歯 診療所
     は中267 ク 名古屋市中区金山１－９－１６　常　勤:    2 組織変更 現存
     鉄鋼ビル１１８　４階 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567060,268,7 大須歯科医院 〒460-0011 052-261-7575医療法人光風会　理事黒栁　隆穂 平 5.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は中268 名古屋市中区大須３－４４－４４常　勤:    3長　黒栁　隆穂 組織変更 現存
     (歯       3) 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  568060,269,5 上前津歯科医院 〒460-0011 052-251-8282医療法人修愛会　理事今井　健二 平 5.10. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は中269 名古屋市中区大須４－１１－１７常　勤:    2長　今井　健二 組織変更 現存
     　 (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569060,270,3 高木歯科医院 〒460-0003 052-954-2566高木　哲朗 高木　哲朗 平20. 7. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は中270 名古屋市中区錦３－２４－２４錦常　勤:    3 移動 現存
     ３２４ビル１１階 (歯       3) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570060,271,1 名古屋アリスデンタル〒460-0003 052-953-9589平野　裕昭 平野　裕昭 平 6. 3. 1歯   小歯 診療所
     は中271 クリニック 名古屋市中区錦３－１５－９エフ常　勤:    1 新規 現存
     ジー久屋ビル５階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571060,274,5 益川歯科医院 〒460-0021 052-321-7046益川　稔邦 益川　稔邦 平 6. 5. 1歯   診療所
     は中274 名古屋市中区平和１－２１－１９常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  572060,275,2 アルスデンタルクリニ〒460-0022 052-332-2456齋藤　直樹 齋藤　直樹 平 6.10. 1歯   小歯 診療所
     は中275 ック 名古屋市中区金山１ー６ー３ニュ常　勤:    1 新規 現存
     ーシャポー金山１０１ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573060,276,0 久屋歯科室 〒460-0008 052-243-6480田島　陽介 田島　陽介 平 6.11. 1歯   診療所
     は中276 名古屋市中区栄３ー３１ー８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  574060,277,8 若山歯科医院 〒460-0008 052-242-2468若山　貴司 若山　貴司 平 7. 2. 1歯   小歯 診療所
     は中277 名古屋市中区栄３ー１１ー１ライ常　勤:    1 新規 現存
     オンズマンション栄３　２０６ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575060,279,4 ひらて歯科クリニック〒460-0007 052-261-6655平手　雅樹 平手　雅樹 平 7. 5. 1歯   小歯 診療所
     は中279 名古屋市中区新栄２－１６－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  576060,280,2 錦パークデンタルクリ〒460-0003 052-222-1182杉本　裕紀 杉本　裕紀 平 7.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中280 ニック 名古屋市中区錦２－４－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577060,281,0 タツキ歯科医院 〒460-0022 052-331-9900長谷川　龍貴 長谷川　龍貴 平 8. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は中281 名古屋市中区金山４－６－２７金常　勤:    1 新規 歯外 現存
     山共同ビル４階 (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  578060,282,8 河合歯科医院 〒460-0008 052-231-0090河合　正 河合　正 平16. 5.26歯   診療所
     は中282 名古屋市中区栄２－８－７シーエ常　勤:    2 移動 現存
     フ伏見ビル２Ｆ (歯       2) 平28. 5.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579060,285,1 高山歯科室 〒460-0008 052-242-2213高山　光平 高山　光平 平15. 7. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は中285 名古屋市中区栄３－１５－２７い常　勤:    1 移動 小歯 現存
     ちご栄ビル７階 (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  580060,291,9 白山歯科クリニック 〒460-0007 052-252-7255髙田　ゆか 髙田　ゆか 平 9. 2. 1歯   小歯 診療所
     は中291 名古屋市中区新栄２－３０－１６常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  581060,292,7 なかよう歯科 〒460-0022 052-332-6336中村　幸世 中村　幸世 平 9. 4. 1歯   診療所
     は中292 名古屋市中区金山４－３－７　中常　勤:    1 新規 現存
     洋ビル２階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582060,298,4 医療法人恒惇会　疋田〒460-0008 052-262-6243医療法人恒惇会　理事阿座上　遼子 平10. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中298 歯科 名古屋市中区栄３－２７－５栄セ常　勤:    1長　疋田　久登 組織変更 現存
     ントビル３階 (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583060,299,2 ひろみ歯科クリニック〒460-0022 052-324-3748松井　裕美 松井　裕美 平11. 3. 1歯   小歯 診療所
     は中299 名古屋市中区金山２－１２－１５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584060,300,8 岡田歯科 〒460-0003 052-231-4056岡田　孝雄 岡田　孝雄 平22. 1. 9歯   診療所
     は中300 名古屋市中区錦１－１６－１４名常　勤:    2 移動 現存
     古屋容器ビル (歯       2) 平28. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  585060,301,6 岡本歯科診療所 〒460-0007 052-262-2878清水　清司 清水　清司 平11. 5. 1歯   小歯 診療所
     は中301 名古屋市中区新栄２－１－９雲竜常　勤:    1 新規 現存
     フレックス東館３階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586060,304,0 谷口歯科医院 〒460-0008 052-231-0791谷口　富夫 谷口　富夫 平11.12.31歯   診療所
     は中304 名古屋市中区栄２－４－２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.12.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  587060,306,5 医療法人ナディアパー〒460-0008 052-265-2620医療法人ナディアパー飯田　吉郎 平12. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     は中306 クデンタルクリニック名古屋市中区栄３－１８－１ナデ常　勤:    7クデンタルクリニック 組織変更 矯歯 他   現存
     ィアパークビジネスセンタービル(歯       7)　理事長　飯田　吉郎 平24. 7. 1小矯歯
     ８階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588060,308,1 鶴舞歯科 〒460-0012 052-263-0112文　武洪（文岡武洪）文　武洪（文岡武洪）平12. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中308 名古屋市中区千代田５－２０－１常　勤:    1 新規 現存
     ０文岡ビル２階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589060,309,9 野原歯科室 〒460-0008 052-241-2367医療法人野原歯科室　野原　栄二 平12.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中309 名古屋市中区栄３－６－２０辰晃常　勤:    2理事長　野原　栄二 組織変更 現存
     ビル４階 (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590060,311,5 医療法人伸葉会田島伸〒460-0002 052-954-8008医療法人伸葉会　理事田島　伸也 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     は中311 也デンタルオフィス 名古屋市中区丸の内３－２０－１常　勤:    2長　田島　伸也 組織変更 現存
     ７ＫＤＸ桜通ビル　１１階 (歯       2) 平25. 1. 1
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  591060,312,3 トモスデンタルクリニ〒460-0003 052-218-7288安藤　具拓 安藤　具拓 平13. 5. 1歯   診療所
     は中312 ック 名古屋市中区錦２－１９－２１ユ常　勤:    1 新規 現存
     ース平八堂ビル２階 (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  592060,313,1 松尾歯科医院 〒460-0003 052-211-1811松尾　隆昌 松尾　隆昌 平13. 5. 2歯   歯外 診療所
     は中313 名古屋市中区錦１－１９－２５ア常　勤:    1 交代 現存
     ネックス６階 (歯       1) 平25. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  593060,314,9 まさき歯科 〒460-0024 052-683-8833大須賀　伸二 大須賀　伸二 平14. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     は中314 名古屋市中区正木４－８－１３金常　勤:    1 新規 現存
     山フクマルビル１階 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594060,316,4 小原歯科 〒460-0003 052-202-0535小原　久和 小原　久和 平14. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は中316 名古屋市中区錦２－１３－２１白常　勤:    1 交代 歯外 現存
     善ビル２階 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595060,317,2 佐々木歯科クリニック〒460-0011 052-242-4182佐々木　敎裕 佐々木　敎裕 平15. 1. 1歯   小歯 診療所
     は中317 名古屋市中区大須４－１０－４０常　勤:    1 新規 現存
     カジウラテックスビル４階 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596060,319,8 ＮＯＢＤＥＮＴＡＬＳ〒460-0002 052-972-8181伊藤　暢彦 伊藤　暢彦 平15. 4. 1歯   診療所
     は中319 ＰＡＣＥ 名古屋市中区丸の内３－５－４０常　勤:    1 新規 現存
     ロイヤルセッションズ１階 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  597060,322,2 スマイル錦歯科 〒460-0003 052-222-1117加藤　信義 加藤　信義 平27.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中322 名古屋市中区錦２－１６－２２第常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     ２ブラストンビル４階 (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598060,324,8 たにだ矯正歯科 〒460-0011 052-262-8024谷田　耕造 谷田　耕造 平16. 5. 1矯歯 歯   診療所
     は中324 名古屋市中区大須３－３１－２２常　勤:    1 新規 現存
     Ｃ－フォレストⅡ６Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599060,326,3 藤井歯科医院 〒460-0008 052-231-8841藤井　肇基 藤井　肇基 平23. 4.18歯   小歯 矯歯診療所
     は中326 名古屋市中区栄１－３－３ヒルト常　勤:    1 移動 歯外 現存
     ンプラザ内　地下１階 (歯       1) 平29. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600060,327,1 宮下歯科 〒460-0003 052-231-2377宮下　朋久 宮下　朋久 平16. 8. 1歯   診療所
     は中327 名古屋市中区錦２－１５－２２り常　勤:    2 交代 現存
     そな名古屋ビル７階 (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601060,329,7 Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏ〒460-0011 052-219-8545伊藤　徹磨 伊藤　徹磨 平18. 6. 1歯   小歯 診療所
     は中329 ｎａｌＤｅｎｔａｌＣ名古屋市中区大須１－２１－１４常　勤:    1 移動 現存
     ｌｉｎｉｃ 音羽第二ビル３階 (歯       1) 平30. 6. 1
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  602060,330,5 あだち歯科医院 〒460-0007 052-241-1463足立　妙子 足立　妙子 平17. 1. 7歯   矯歯 小歯診療所
     は中330 名古屋市中区新栄３－１６－１１常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  603060,332,1 カユカワ矯正歯科クリ〒460-0008 052-241-2721粥川　渉 粥川　渉 平17. 3. 3矯歯 診療所
     は中332 ニック 名古屋市中区栄３－６－１栄三丁常　勤:    1 移動 現存
     目ビルディング１１階 (歯       1) 平29. 3. 3
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604060,333,9 丹羽歯科 〒460-0008 052-241-8677医療法人慶丹会　理事大原　徳之 平17. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中333 名古屋市中区栄３－５－１名古屋常　勤:    2長　丹羽　金一郎 組織変更 歯外 現存
     三越８階 (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605060,334,7 名古屋歯科口腔外科 〒460-0011 052-269-0588岩田　哲也 岩田　哲也 平17. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中334 名古屋市中区大須３－１４－４３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     第２アメ横ビル３階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  606060,337,0 日本オーラルクリニッ〒460-0008 052-238-3377川合　道夫 川合　道夫 平17. 7. 1歯   歯外 診療所
     は中337 ク 名古屋市中区栄４－２－２９名古常　勤:    1 新規 現存
     屋広小路プレイス３階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  607060,339,6 みずの歯科医院 〒460-0002 052-203-0088医療法人みずの歯科医水野　耕一 平17. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中339 名古屋市中区丸の内２－８－５ 常　勤:    2院　理事長　水野　耕 組織変更 現存
     (歯       2)一 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608060,341,2 ＴＦ栄矯正歯科クリニ〒460-0008 052-219-8588根耒　武史 根耒　武史 平17. 8. 1矯歯 歯   診療所
     は中341 ック 名古屋市中区栄２－４－３ＴＦ広常　勤:    1 新規 現存
     小路本町ビル６階 (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609060,343,8 サンデンタル 〒460-0011 052-269-1818南　全 南　全 平17.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     は中343 名古屋市中区大須３－３０－６０常　勤:    2 新規 現存
     大須３０１ビル５階 (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610060,344,6 ＴＯＹＯデンタルクリ〒460-0011 052-261-6066稲田　豊之介 稲田　豊之介 平18. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中344 ニック 名古屋市中区大須４－１４－６２常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     リード上前津ビル２階 (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
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  611060,345,3 大久保歯科医院 〒460-0025 052-321-0077大久保　肇 大久保　肇 平18. 1. 1歯   診療所
     は中345 名古屋市中区古渡町１９－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612060,347,9 ふしみ矯正歯科 〒460-0003 052-201-0010高橋　直行 高橋　直行 平18. 4. 4矯歯 歯   診療所
     は中347 名古屋市中区錦１－２０－１０　常　勤:    1 交代 現存
     ＨＲ・ＮＥＴ伏見ビル３階 (歯       1) 平30. 4. 4
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613060,350,3 なかやま歯科 〒460-0008 052-262-1881中山　隆介 中山　隆介 平18.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中350 名古屋市中区栄４－１６－２４メ常　勤:    1 新規 現存
     ーゾンオザワ４階 (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614060,352,9 誠歯科 〒460-0013 052-324-6886岡本　士麟 岡本　士麟 平18.12. 1歯   診療所
     は中352 名古屋市中区上前津１－４－１２常　勤:    1 新規 現存
     上前津グリーンビル３階 (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615060,354,5 浅見矯正歯科クリニッ〒460-0003 052-951-3300医療法人瑞翔会　理事浅見　勲 平25.10. 1矯歯 歯   小歯診療所
     は中354 ク 名古屋市中区錦３－１５－１５Ｃ常　勤:    2長　芝崎　龍典 移動 現存
     ＴＶ錦ビル４階 (歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616060,357,8 ウララ矯正歯科クリニ〒460-0008 052-252-8217医療法人ウララ　理事杉村　美咲 平27. 5.30矯歯 診療所
     は中357 ック 名古屋市中区栄３－３１－７大河常　勤:    1長　杉村　美咲 移動 現存
     内ビル８階 (歯       1) 平27. 5.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617060,358,6 コスモ栄デンタルクリ〒460-0008 052-261-1188医療法人ホワイトデン坪井　一白 平19. 5. 1歯   矯歯 歯外診療所
     は中358 ニック 名古屋市中区栄３－７－１３コス常　勤:    1タル　理事長　杉浦　 組織変更 現存
     モ栄ビル４階 (歯       1)定文 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  618060,359,4 Ｖｉｖｏ丸の内デンタ〒460-0002 052-232-6480医療法人コジマ会　理下村　晃史 平19.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中359 ルクリニック 名古屋市中区丸の内１－２－６ 常　勤:    1事長　小嶋　純二郎 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619060,360,2 吉木デンタルクリニッ〒460-0008 052-263-6211医療法人デンタルハー吉木　邦男 平20. 1. 1歯   診療所
     は中360 ク 名古屋市中区栄３－７－１２サカ常　勤:    2ト　理事長　吉木　邦 組織変更 現存
     エ東栄ビル９階 (歯       2)男 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  620060,361,0 アスナルデンタルクリ〒460-0022 052-332-0118野村　尚輝 野村　尚輝 平20. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は中361 ニック 名古屋市中区金山１－１７－１ア常　勤:    1 交代 現存
     スナル金山３階 (歯       1) 平26. 3. 1
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  621060,362,8 伊勢町ビル歯科 〒460-0008 052-241-6511桐山　喬至 桐山　喬至 平20. 6. 1歯   診療所
     は中362 名古屋市中区栄３－７－１伊勢町常　勤:    1 交代 現存
     ビル５階 (歯       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  622060,363,6 山本歯科医院 〒460-0007 052-241-0456山本　康代 山本　康代 平20. 6. 1歯   診療所
     は中363 名古屋市中区新栄１－２２－２１常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623060,364,4 医療法人デンタルハー〒460-0003 052-955-5111医療法人デンタルハー吉木　雄一朗 平20. 7. 1歯   診療所
     は中364 ト　Ｙ’ｓデンタルク名古屋市中区錦３－２４－１２玉常　勤:    1ト　理事長　吉木　邦 新規 現存
     リニック 水ビル５階 (歯       1)男 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624060,368,5 錦デンタルクリニック〒460-0003 052-973-9988吉橋　直弥 吉橋　直弥 平21. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     は中368 名古屋市中区錦３－７－１２錦ク常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     リスタルビル１階 (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  625060,369,3 しろもとデンタルクリ〒460-0003 052-959-5982野村　六也 野村　六也 平21. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は中369 ニック 名古屋市中区錦３－５－４セント常　勤:    1 組織変更 現存
     ラルアネックスビル１１階 (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  626060,370,1 澤歯科 〒460-0002 052-231-8038澤　政樹 澤　政樹 平21. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中370 名古屋市中区丸の内２－１８－１常　勤:    3 新規 歯外 現存
     ５第５１ＫＴビル２階 (歯       3) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627060,371,9 伊東歯科 〒460-0008 052-261-4028伊東　司 伊東　司 平22. 1. 1歯   歯外 診療所
     は中371 名古屋市中区栄４－１－１中日ビ常　勤:    1 移動 現存
     ル４階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628060,372,7 ハヤシ歯科診療所 〒460-0012 052-321-0008林　祐巳子 林　祐巳子 平21. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中372 名古屋市中区千代田３－１１－８常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［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    67 頁

  629060,373,5 平岩歯科医院 〒460-0013 052-321-1798井上　憲臣 井上　憲臣 平22. 1. 1歯   小歯 診療所
     は中373 名古屋市中区上前津２－３－２６常　勤:    1 交代 現存
     加藤ビル２階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630060,376,8 オレフィス矯正歯科 〒460-0003 052-231-3993青木　泰樹 青木　泰樹 平22. 5. 1矯歯 診療所
     は中376 名古屋市中区錦２－１９－２１広常　勤:    3 新規 現存
     小路ＴＮビル８階 (歯       3) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  631060,378,4 ＴーＤＥＮＴＡＬ 〒460-0003 052-222-4618高瀬　俊勝 高瀬　俊勝 平22. 6. 1歯   診療所
     は中378 名古屋市中区錦２－９－２７ＮＭ常　勤:    2 新規 現存
     Ｆ名古屋伏見ビル１階 (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632060,381,8 トプラ歯科診療室 〒460-0017 052-331-1118山田　香 山田　香 平22.12. 1歯   小歯 診療所
     は中381 名古屋市中区松原１－１４－７Ｋ常　勤:    1 新規 現存
     Ｇ　ＢＬＤ　４階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633060,384,2 磯村歯科医院 〒460-0011 052-261-4849磯村　直輝 磯村　直輝 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中384 名古屋市中区大須３－１０－１０常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634060,385,9 オー、デンタルクリニ〒460-0011 052-261-5110酒徳　明彦 酒徳　明彦 平23. 6. 1矯歯 歯   診療所
     は中385 ック名古屋 名古屋市中区大須３－４４－４４常　勤:    1 新規 現存
     　２階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  635060,388,3 橋本歯科医院 〒460-0018 052-321-5013橋本　孝明 橋本　孝明 平24. 3. 1歯   小歯 診療所
     は中388 名古屋市中区門前町５－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636060,389,1 ＯＡＳＩＳ　ＤＥＮＴ〒460-0003 052-973-1828後藤　英夫 後藤　英夫 平24. 6. 1歯   歯外 診療所
     は中389 ＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ 名古屋市中区錦３－２５－１２Ａ常　勤:    1 新規 現存
     ＹＡ栄ビル８階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637060,390,9 名古屋中央歯科室 〒460-0022 052-339-4181秋山　大衛 秋山　大衛 平24. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中390 名古屋市中区金山１－１４－９長常　勤:    1 組織変更 現存
     谷川ビル４階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638060,391,7 ブリス　デンタル　ク〒460-0003 052-232-3006長山　順子 長山　順子 平24. 7. 1歯外 小歯 矯歯診療所
     は中391 リニック 名古屋市中区錦１－１０－１２ハ常　勤:    1 交代 歯   現存
     ットリビル２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  639060,392,5 会議所歯科診療所 〒460-0008 052-221-6370加藤　恭之 加藤　恭之 平24.10. 4歯   小歯 矯歯診療所
     は中392 名古屋市中区栄２－１０－１９名常　勤:    1 交代 歯外 現存
     古屋商工会議所ビル６階 (歯       1) 平24.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640060,393,3 第一歯科医院 〒460-0004 052-951-1355医療法人第一歯科医院髙木　昭英 平25. 1. 1歯   診療所
     は中393 名古屋市中区新栄町１－３日丸名常　勤:    2　理事長　髙木　昭英 組織変更 現存
     古屋ビル３階 (歯       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  641060,397,4 堀　歯科 〒460-0008 052-251-2456堀　芳彰 堀　芳彰 平25. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     は中397 名古屋市中区栄５－２５－３１堀常　勤:    1 新規 小歯 現存
     ビル１階 (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642060,399,0 ウエムラ歯科医院 〒460-0003 052-951-3815山口　明 山口　明 平25. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中399 名古屋市中区錦３－１７－１０　常　勤:    2 交代 現存
     錦三ビル４階 (歯       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  643060,400,6 伊藤矯正歯科クリニッ〒460-0003 052-201-6480伊藤　雅大 伊藤　雅大 平25. 9.15矯歯 診療所
     は中400 ク 名古屋市中区錦１－２０－１２伏常　勤:    1 交代 現存
     見ビル４階 (歯       1) 平25. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  644060,401,4 おのデンタルクリニッ〒460-0011 052-684-7125小野　智弘 小野　智弘 平26. 4. 1歯   診療所
     は中401 ク 名古屋市中区大須３－６－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645060,402,2 デンタルオフィス　ブ〒460-0005 052-325-7776池田　安隆 池田　安隆 平26. 7. 1歯   診療所
     は中402 ラック＆ホワイト 名古屋市中区東桜２－１８－２６常　勤:    1 新規 現存
     　２階 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  646060,404,8 犬飼歯科医院 〒460-0007 052-242-2368犬飼　丈晴 犬飼　丈晴 平26.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     は中404 名古屋市中区新栄１－９－１７ 常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647060,406,3 白木蓮デンタルクリニ〒460-0002 052-955-8380河野　美穂子 河野　美穂子 平27. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は中406 ック 名古屋市中区丸の内３－１８－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ７徳三ビル１号館２０１ (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  648060,407,1 しんファミリー歯科 〒460-0012 052-332-0110中野　真 中野　真 平27. 5. 1歯   小歯 診療所
     は中407 名古屋市中区千代田４－１７－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649060,409,7 まなぶ歯科 〒460-0007 052-263-1182医療法人伝多会　理事鈴木　学 平27.11. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は中409 名古屋市中区新栄３－２０－２８常　勤:    1長　鈴木　学 組織変更 小歯 現存
     アクシオス千種４階 (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650060,410,5 山中歯科医院 〒460-0012 052-331-6480医療法人山中歯科医院山中　康寛 平28. 1. 1歯   診療所
     は中410 名古屋市中区千代田３－８－１０常　勤:    3　理事長　山中　康寛 組織変更 現存
     万長ビル２階 (歯       3) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651060,411,3 中里歯科 〒460-0016 052-322-4180須永　弘人 須永　弘人 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     は中411 名古屋市中区橘１－１２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  652060,412,1 ジョイデンタルクリニ〒460-0008 052-222-2700伊藤　聡富子 伊藤　聡富子 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中412 ック 名古屋市中区栄１－１０－２サカ常　勤:    1 交代 現存
     エスカイビル１階 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653060,413,9 カワイ歯科 〒460-0008 052-262-2919河合　秀樹 河合　秀樹 平28. 9. 1歯   診療所
     は中413 名古屋市中区栄４－６－１５　フ常　勤:    2 交代 現存
     ォーティーンヒルズセンタ－ビル(歯       2) 平28. 9. 1
     ３階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  654060,414,7 杉山デンタルクリニッ〒460-0011 052-241-6480杉山　尚隆 杉山　尚隆 平28.10. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は中414 ク 名古屋市中区大須４－２－５８大常　勤:    1 組織変更 小歯 現存
     和ビル５階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655060,415,4 奥村歯科室 〒460-0008 052-231-2822奥村　健仁 奥村　健仁 平29. 1. 1歯   歯外 診療所
     は中415 名古屋市中区栄２－９－３０　栄常　勤:    3 交代 現存
     山吉ビル６階 (歯       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656060,417,0 栄アイ歯科クリニック〒460-0003 052-951-1900医療法人瑞翔会　理事田代　崇 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中417 名古屋市中区錦３－１５－１５Ｃ常　勤:    1長　芝崎　龍典 新規 現存
     ＴＶ錦ビル４階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657060,418,8 大須観音南歯科 〒460-0011 052-231-7055西田　充 西田　充 平29. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中418 名古屋市中区大須２－２７－４０常　勤:    1 新規 現存
     新日本ビル２階 (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  658060,419,6 ナカク千代田３丁目歯〒460-0012 052-321-0770藤江　晋 藤江　晋 平30. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中419 科クリニック 名古屋市中区千代田３－３１－３常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ２ (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659060,420,4 伊藤歯科医院 〒460-0008 052-231-6586伊藤　孝志 伊藤　孝志 平30. 3. 1歯   診療所
     は中420 名古屋市中区栄１－１２－３２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660060,422,0 医療法人愛美会　めぐ〒460-0021 052-253-7100医療法人愛美会　理事間瀬　純治 平30. 4. 1歯   小歯 診療所
     は中422 み歯科へいわ 名古屋市中区平和２－１２－５ 常　勤:    1長　中川　恵裕 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  661070,033,3 医療法人公仁会奥村歯〒466-0044 052-841-6480医療法人公仁会　理事奥村　了成 昭53.11. 1歯   診療所
     は昭和33 科診療所 名古屋市昭和区桜山町４－６８ 常　勤:    1長　奥村　了成 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662070,087,9 木村歯科医院 〒466-0843 052-853-0648木村　忠文 木村　忠文 昭50. 1. 1歯   小歯 診療所
     は昭和87 名古屋市昭和区菊園町４－２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  663070,090,3 歯科アイノ 〒466-0834 052-833-2855相野　長孝 相野　長孝 平13. 9.26歯   小歯 歯外診療所
     は昭和90 名古屋市昭和区広路町石坂１－１常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 9.26
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664070,095,2 ごきそ歯科医院 〒466-0015 052-733-7055池　潤 池　潤 昭52. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は昭和95 名古屋市昭和区御器所通３－７梅常　勤:    2 矯歯 現存
     田ビル２Ｆ (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665070,098,6 ワキタ歯科医院 〒466-0856 052-763-4448脇田　勝文 脇田　勝文 昭52.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は昭和98 名古屋市昭和区川名町５－３５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666070,105,9 杁中歯科クリニック 〒466-0827 052-833-0033平出　満雄 平出　満雄 昭55. 5. 1歯   小歯 診療所
     は昭和105 名古屋市昭和区川名山町１５５守常　勤:    1 現存
     田ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
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  667070,106,7 ますだ歯科 〒466-0023 052-841-0808増田　正広 増田　正広 昭55. 7. 1歯   診療所
     は昭和106 名古屋市昭和区石仏町１－１０ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  668070,109,1 石田歯科 〒466-0052 052-882-4448石田　國夫 石田　國夫 昭56. 8. 1歯   診療所
     は昭和109 名古屋市昭和区村雲町４－１ 現存
     平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669070,112,5 野村歯科 〒466-0852 052-763-5141野村　寿子 野村　寿子 昭57. 4. 1歯   小歯 診療所
     は昭和112 名古屋市昭和区萩原町２－１５－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  670070,117,4 大野歯科医院 〒466-0826 052-834-6480大野　芳彦 大野　芳彦 昭60. 4. 1歯   小歯 診療所
     は昭和117 名古屋市昭和区滝川町４７－１　常　勤:    1 現存
     ウッディプラザ八事２階 (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  671070,120,8 スギムラファミリー歯〒466-0854 052-841-1122椙村　豊彦 椙村　豊彦 昭60.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は昭和120 科 名古屋市昭和区広路通１－１２名常　勤:    2 現存
     古屋牛乳本社ビル２階 (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  672070,122,4 吉木歯科 〒466-0031 052-882-0811吉木　洋二 吉木　洋二 昭61. 6. 1歯   診療所
     は昭和122 名古屋市昭和区紅梅町１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673070,123,2 医療法人友善会加藤歯〒466-0027 052-733-9141医療法人友善会　理事加藤　友久 昭62. 7. 1歯   小歯 診療所
     は昭和123 科医院 名古屋市昭和区阿由知通１－１６常　勤:    1長　加藤　友久 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674070,124,0 前山歯科 〒466-0821 052-761-3888栗田　純 栗田　純 昭62. 9. 1歯   矯歯 診療所
     は昭和124 名古屋市昭和区前山町１－３９ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675070,125,7 なべたに歯科医院 〒466-0832 052-833-0518鍋谷　秀信 鍋谷　秀信 昭63. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は昭和125 名古屋市昭和区駒方町２－６３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
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  676070,128,1 あけぼの歯科 〒466-0003 052-731-9741成田　秀貴 成田　秀貴 昭63. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は昭和128 名古屋市昭和区曙町３－７サンラ常　勤:    1 現存
     イズ松本１階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  677070,129,9 昭和歯科 〒466-0015 052-852-6677丸山　高広 丸山　高広 昭63.11. 1歯   矯歯 診療所
     は昭和129 名古屋市昭和区御器所通３－１８常　勤:    1 現存
     ＳＴプラザＧＯＫＩＳＯ２階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678070,130,7 やまおか歯科 〒466-0006 052-731-4518山岡　裕幸 山岡　裕幸 昭64. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は昭和130 名古屋市昭和区北山町３－２２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679070,131,5 とも歯科 〒466-0857 052-761-2525有川　久江 有川　久江 平元. 2. 1歯   診療所
     は昭和131 名古屋市昭和区安田通２－６－２常　勤:    1 現存
     友利ビル１階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  680070,136,4 あいだ小児矯正歯科 〒466-0831 052-752-8888會田　栄一 會田　栄一 平 2. 7. 1矯歯 小歯 診療所
     は昭和136 名古屋市昭和区花見通１－７　ハ常　勤:    1 現存
     セ川ビル (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  681070,140,6 浅井歯科 〒466-0855 052-762-3718浅井　勝久 浅井　勝久 平 3. 3. 1歯   小歯 診療所
     は昭和140 名古屋市昭和区川名本町６－３９常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682070,141,4 Ｕクリニック竹内歯科〒466-0824 052-836-1188竹内　祐介 竹内　祐介 平 3. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は昭和141 名古屋市昭和区山里町５４－２ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683070,142,2 ヤナセ歯科医院 〒466-0064 052-731-9518柳瀬　章雅 柳瀬　章雅 平 3. 5. 1歯   診療所
     は昭和142 名古屋市昭和区鶴舞３－２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684070,144,8 なかにし歯科医院 〒466-0054 052-872-6481中西　康裕 中西　康裕 平 3. 7. 1歯   小歯 診療所
     は昭和144 名古屋市昭和区円上町５－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685070,146,3 ふじみ歯科 〒466-0812 052-835-3200丹下　春美 丹下　春美 平 4. 3. 1歯   小歯 診療所
     は昭和146 名古屋市昭和区八事富士見１３９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  686070,147,1 こやま歯科 〒466-0026 052-841-5129小山　明 小山　明 平 4. 4. 1歯   小歯 診療所
     は昭和147 名古屋市昭和区陶生町１－７－１常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  687070,148,9 石川橋歯科 〒466-0843 052-853-7110小切間　猛 小切間　猛 平 4. 7. 1歯   診療所
     は昭和148 名古屋市昭和区菊園町６－２６－常　勤:    1 現存
     ７ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  688070,150,5 医療法人まこと会會田〒466-0853 052-751-8495医療法人まこと会　會会田　良雄 平 5. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は昭和150 歯科 名古屋市昭和区川原通８－１７ 常　勤:    1田歯科　理事長　合田 歯外 休止
     (歯       1)　良雄 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  689070,151,3 ひろ歯科クリニック 〒466-0058 052-883-0011鈴木　敦視 鈴木　敦視 平 5. 3. 1歯   小歯 診療所
     は昭和151 名古屋市昭和区白金１－１４－２常　勤:    1 現存
     ９ (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  690070,152,1 はっとり歯科クリニッ〒466-0031 052-852-8877服部　哲雄 服部　哲雄 平 5. 4. 1歯   小歯 診療所
     は昭和152 ク 名古屋市昭和区紅梅町３－２－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  691070,153,9 水野歯科医院 〒466-0051 052-883-0118水野　博之 水野　博之 平 5. 5. 1歯   小歯 診療所
     は昭和153 名古屋市昭和区御器所１－３－１常　勤:    1 現存
     ０　ハイム御器所１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692070,156,2 歯科横田医院 〒466-0843 052-841-8148高濱　明子 高濱　明子 平 7. 1.26歯   小歯 矯歯診療所
     は昭和156 名古屋市昭和区菊園町６－１ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 1.26
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693070,158,8 丸山歯科 〒466-0836 052-861-0500丸山　宏 丸山　宏 平26.11.17歯   小歯 診療所
     は昭和158 名古屋市昭和区上山町１－４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26.11.17
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694070,159,6 小川歯科医院 〒466-0851 052-763-7659小川　純 小川　純 平10. 5. 1歯   歯外 診療所
     は昭和159 名古屋市昭和区元宮町６－２０－常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  695070,160,4 しのだ歯科 〒466-0059 052-871-2288篠田　浩樹 篠田　浩樹 平14. 7.30歯   歯外 矯歯診療所
     は昭和160 名古屋市昭和区福江３－６－３２常　勤:    1 移動 現存
     コスモパレス２００２　１階 (歯       1) 平26. 7.30
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  696070,161,2 ひかり歯科 〒466-0037 052-841-4182松浦　光紘 松浦　光紘 平 9.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は昭和161 名古屋市昭和区恵方町１－３５－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ２パックス恵方１階 (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  697070,162,0 松浦歯科医院 〒466-0828 052-751-9823松浦　和典 松浦　和典 平10. 6. 1歯   診療所
     は昭和162 名古屋市昭和区山中町２－４０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  698070,164,6 田部歯科クリニック 〒466-0027 052-731-7214田部　修 田部　修 平11. 7. 1歯   小歯 診療所
     は昭和164 名古屋市昭和区阿由知通３－８－常　勤:    1 交代 現存
     １ (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  699070,166,1 ませき歯科クリニック〒466-0845 052-859-5430柵木　智晴 柵木　智晴 平12. 5. 1歯   小歯 診療所
     は昭和166 名古屋市昭和区藤成通６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  700070,168,7 佐伯歯科医院 〒466-0046 052-853-6615佐伯　薫 佐伯　薫 平13. 2. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は昭和168 名古屋市昭和区広見町６－６３ 常　勤:    1 交代 小歯 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701070,169,5 あずま歯科 〒466-0846 052-858-3553服部　東 服部　東 平13. 3. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     は昭和169 名古屋市昭和区戸田町４－７カト常　勤:    1 新規 現存
     ゥルセ戸田１Ａ (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702070,170,3 ジュン歯科クリニック〒466-0858 052-752-8148中村　潤一 中村　潤一 平13. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は昭和170 名古屋市昭和区折戸町４－６－１常　勤:    2 新規 現存
     ４ (歯       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  703070,172,9 林歯科医院 〒466-0848 052-841-1438林　正之 林　正之 平14. 3.12歯   小歯 診療所
     は昭和172 名古屋市昭和区長戸町３－４５－常　勤:    1 交代 現存
     ４ (歯       1) 平26. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  704070,173,7 山手通り歯科 〒466-0815 052-861-3334宇野　誠一郎 宇野　誠一郎 平22. 1. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は昭和173 名古屋市昭和区山手通３－９日興常　勤:    1 移動 現存
     山手通ビル３階 (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  705070,174,5 横地歯科医院 〒466-0015 052-853-1380木村　知樹 木村　知樹 平16. 4. 1歯   診療所
     は昭和174 名古屋市昭和区御器所通２－１０常　勤:    1 交代 現存
     ブルーメンハウス２Ｂ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  706070,175,2 渡辺歯科医院 〒466-0045 052-841-3658渡辺　明博 渡辺　明博 平16. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は昭和175 名古屋市昭和区丸屋町５－６４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  707070,178,6 ふじき矯正歯科 〒466-0834 052-835-8711藤木　辰哉 藤木　辰哉 平16. 9. 1矯歯 診療所
     は昭和178 名古屋市昭和区広路町北石坂１０常　勤:    1 新規 現存
     ２－５４八事グランドビル６階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  708070,179,4 ナイキ歯科クリニック〒466-0051 052-882-2220内木　隆仁 内木　隆仁 平16.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は昭和179 名古屋市昭和区御器所３－３２－常　勤:    1 新規 現存
     １３ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  709070,182,8 伊藤歯科医院 〒466-0853 052-751-1267伊藤　昌弘 伊藤　昌弘 平17. 8.12歯   診療所
     は昭和182 名古屋市昭和区川原通６－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 8.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  710070,184,4 ふたば歯科医院 〒466-0827 052-833-1515髙木　誠司 髙木　誠司 平18. 3. 1歯   小歯 診療所
     は昭和184 名古屋市昭和区川名山町９３－３常　勤:    1 新規 現存
     レジデンス川名山 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  711070,185,1 楽園歯科クリニック 〒466-0822 052-861-0027前島　晴之 前島　晴之 平18. 8. 1歯   小歯 診療所
     は昭和185 名古屋市昭和区楽園町５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  712070,187,7 鈴木歯科医院 〒466-0014 052-731-6509鈴木　保貴 鈴木　保貴 平19. 1. 1歯   小歯 診療所
     は昭和187 名古屋市昭和区東畑町１－３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  713070,188,5 富田まひと歯科 〒466-0856 052-761-0325富田　真仁 富田　真仁 平19. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     は昭和188 名古屋市昭和区川名町２－２ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  714070,189,3 山口歯科 〒466-0052 052-881-8148山口　由記朗 山口　由記朗 平20. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     は昭和189 名古屋市昭和区村雲町１７－２６常　勤:    2 交代 矯歯 他   現存
     成和ビル５階 (歯       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  715070,191,9 なかた歯科クリニック〒466-0842 052-853-2431医療法人同信会　理事中田　文人 平20.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は昭和191 名古屋市昭和区檀溪通５－３４－常　勤:    1長　中田　文人 新規 現存
     １ (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  716070,192,7 武藤歯科 〒466-0842 052-861-3718武藤　晋也 武藤　晋也 平21. 4. 1歯   歯外 診療所
     は昭和192 名古屋市昭和区檀溪通５－６リバ常　勤:    1 新規 現存
     ーサイドテラス石川橋１階Ａ－２(歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  717070,193,5 まさや歯科クリニック〒466-0814 052-833-0200近藤　正也 近藤　正也 平21. 6. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は昭和193 名古屋市昭和区妙見町９ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718070,195,0 酒井矯正歯科南山診療〒466-0836 052-848-7898酒井　敦代 酒井　敦代 平21. 7. 1矯歯 歯   診療所
     は昭和195 所 名古屋市昭和区上山町４－５－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  719070,196,8 水野歯科医院 〒466-0807 052-751-8232水野　力 水野　力 平21.11.19歯   診療所
     は昭和196 名古屋市昭和区山花町１１５－１常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27.11.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  720070,197,6 つるみ歯科クリニック〒466-0842 052-833-0118鶴見　邦夫 鶴見　邦夫 平22. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     は昭和197 名古屋市昭和区檀溪通２－２８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  721070,200,8 はやと矯正歯科 〒466-0833 052-753-2400宮原　隆史 宮原　隆史 平23. 1. 1矯歯 診療所
     は昭和200 名古屋市昭和区隼人町１－４清楽常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  722070,202,4 はやし歯科・矯正歯科〒466-0058 052-882-4436林　忠臣 林　忠臣 平23. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は昭和202 名古屋市昭和区白金１－１９－２常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  723070,203,2 妙見山本歯科 〒466-0814 052-838-9110山本　公珠 山本　公珠 平24. 8. 1歯   小歯 診療所
     は昭和203 名古屋市昭和区妙見町１１２－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
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  724070,204,0 高辻歯科クリニック 〒466-0054 052-889-0246飯田　久恵 飯田　久恵 平24. 9. 1歯   小歯 診療所
     は昭和204 名古屋市昭和区円上町２５－２１常　勤:    1 新規 現存
     ラフェール高辻１階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725070,205,7 坂井歯科医院 〒466-0833 052-832-5637坂井　謙介 坂井　謙介 平24.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     は昭和205 名古屋市昭和区隼人町６－７大光常　勤:    5 交代 現存
     ビル２階 (歯       5) 平24.11. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  726070,206,5 山手歯科 〒466-0824 052-835-7621武井　雅子 武井　雅子 平25. 3.14歯   小歯 矯歯診療所
     は昭和206 名古屋市昭和区山里町７０－２山常　勤:    1 交代 現存
     手アベニュー１階 (歯       1) 平25. 3.14
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  727070,207,3 伊藤歯科医院 〒466-0064 052-881-0678伊藤　保子 伊藤　保子 平25. 6.11歯   診療所
     は昭和207 名古屋市昭和区鶴舞２－２０－１常　勤:    1 交代 現存
     ４ (歯       1) 平25. 6.11
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  728070,209,9 医療法人美和会山手デ〒466-0815 052-861-0418医療法人美和会　理事三浦　友紀恵 平26. 6. 1歯   診療所
     は昭和209 ンタルクリニック 名古屋市昭和区山手通１－１７－常　勤:    1長　近藤　滋 新規 現存
     １Ａ－２０２ (歯       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  729070,210,7 オー，デンタルクリニ〒466-0834 052-836-7064杉尾　憲一 杉尾　憲一 平27. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は昭和210 ック八事 名古屋市昭和区広路町石坂２－１常　勤:    2 交代 現存
     イオン八事店４階 (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  730070,211,5 吹上みなみ歯科 〒466-0003 052-753-4182相宮　秀俊 相宮　秀俊 平27. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は昭和211 名古屋市昭和区曙町２－７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［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    78 頁

  731070,212,3 グリーンハイツ歯科 〒466-0064 052-731-5578森本　和弘 森本　和弘 平27. 7. 1歯   診療所
     は昭和212 名古屋市昭和区鶴舞４－６－１３常　勤:    1 交代 現存
     グリーンハイツビル２階 (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  732070,213,1 あい歯科ＧＯＫＩＳＯ〒466-0015 052-838-6611医療法人ＡｉーＤＥＮ中村　恵祐 平27.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は昭和213 名古屋市昭和区御器所通３－１２非常勤:    1ＴＡＬ　理事長　鳥居 新規 矯歯 現存
     －１御器所ステーションビル１階(歯       1)　愛介 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  733070,216,4 谷田歯科 〒466-0848 052-853-1648中嶋　規子 中嶋　規子 平28. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     は昭和216 名古屋市昭和区長戸町４－４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  734070,217,2 こざわ歯科クリニック〒466-0833 052-834-0002医療法人こざわ歯科ク小澤　武史 平28. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は昭和217 名古屋市昭和区隼人町１１－２ 常　勤:    1リニック　理事長　小 組織変更 現存
     (歯       1)澤　武史 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  735070,219,8 犬飼歯科医院 〒466-0035 052-853-5182犬飼　敏博 犬飼　敏博 平29. 6. 1歯   小歯 診療所
     は昭和219 名古屋市昭和区松風町３－９－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  736070,221,4 まえだ歯科・矯正歯科〒466-0027 052-753-5103前田　崇雄 前田　崇雄 平29. 9. 1歯   矯歯 歯外診療所
     は昭和221 名古屋市昭和区阿由知通３－１６常　勤:    2 新規 小歯 現存
     －１レーベン御器所１階・２階 (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  737070,222,2 たきかわの森歯科クリ〒466-0815 052-680-8510長谷川　正和 長谷川　正和 平29.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は昭和222 ニック 名古屋市昭和区山手通２－９－１常　勤:    2 新規 歯外 現存
     アビタシオン山手２Ｃ (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  738080,046,3 長谷川歯科 〒467-0806 052-841-9884長谷川　宏 長谷川　宏 昭47. 5. 1歯   診療所
     は瑞穂46 名古屋市瑞穂区瑞穂通５－２４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  739080,054,7 石塚歯科医院 〒467-0813 052-851-1922石塚　俊英 石塚　俊英 昭45. 8. 1歯   診療所
     は瑞穂54 名古屋市瑞穂区西ノ割町３－１５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
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  740080,060,4 吉田歯科医院 〒467-0026 052-832-2990吉田　正司 吉田　正司 昭47. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は瑞穂60 名古屋市瑞穂区陽明町１－１６－常　勤:    1 歯外 現存
     ２ (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  741080,063,8 近藤歯科医院 〒467-0825 052-882-3919近藤　規雄 近藤　規雄 昭48. 6. 1歯   診療所
     は瑞穂63 名古屋市瑞穂区柳ケ枝町１－１４ 現存
     平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  742080,064,6 今峰歯科医院 〒467-0856 052-882-4182今峰　泰次 今峰　泰次 昭48. 7. 1歯   診療所
     は瑞穂64 名古屋市瑞穂区新開町２８－２６常　勤:    2 現存
     パレマルシェ堀田 (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  743080,083,6 あらたま歯科クリニッ〒467-0066 052-853-2928秋田　康男 秋田　康男 昭55.10.17歯   矯歯 小歯診療所
     は瑞穂83 ク 名古屋市瑞穂区洲山町２－３２新常　勤:    1 現存
     瑞ステーション双鳳ビル３階 (歯       1) 平28.10.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  744080,084,4 かわい歯科 〒467-0012 052-852-6480河合　文隆 河合　文隆 昭56. 3. 1歯   診療所
     は瑞穂84 名古屋市瑞穂区豊岡通１－２９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  745080,085,1 下方歯科医院 〒467-0033 052-833-4000下方　淳 下方　淳 昭56. 4. 1歯   小歯 診療所
     は瑞穂85 名古屋市瑞穂区彌富町円山１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  746080,086,9 サトウデンタルクリニ〒467-0842 052-853-0064佐藤　正博 佐藤　正博 昭56. 8. 1歯   診療所
     は瑞穂86 ック 名古屋市瑞穂区妙音通３－４５－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  747080,087,7 池村歯科医院 〒467-0051 052-832-6776池村　努 池村　努 昭56.11. 1歯   診療所
     は瑞穂87 名古屋市瑞穂区釜塚町１－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  748080,089,3 アイ・デンタルクリニ〒467-0828 052-851-4180伊藤　輝夫 伊藤　輝夫 昭57. 5. 1歯   歯外 診療所
     は瑞穂89 ック 名古屋市瑞穂区田光町３－５２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  749080,093,5 小林歯科 〒467-0806 052-851-3715小林　義昌 小林　義昌 昭57.11. 1歯   診療所
     は瑞穂93 名古屋市瑞穂区瑞穂通８－８ー１常　勤:    1 現存
     共栄ビル２階 (歯       1) 平24.11. 1
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  750080,094,3 栗本歯科 〒467-0862 052-871-4618栗本　清勝 栗本　清勝 昭57.12. 1歯   小歯 診療所
     は瑞穂94 名古屋市瑞穂区堀田通６－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  751080,099,2 クメノ歯科医院 〒467-0017 052-841-9681粂野　正樹 粂野　正樹 昭60. 4. 4歯   診療所
     は瑞穂99 名古屋市瑞穂区東栄町３－８－３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  752080,100,8 木村ふれあい歯科 〒467-0012 052-853-1188木村　和史 木村　和史 平 6.12.19歯   診療所
     は瑞穂100 名古屋市瑞穂区豊岡通３－４９ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27.12.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  753080,102,4 ふなはし歯科 〒467-0027 052-833-8660舟橋　隆俊 舟橋　隆俊 昭61. 4. 1歯   小歯 診療所
     は瑞穂102 名古屋市瑞穂区田辺通４の２５鶴常　勤:    1 現存
     陽明ハイツ地階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  754080,103,2 本多歯科医院 〒467-0868 052-872-3350福永　秀子 福永　秀子 昭61. 7. 1歯   小歯 診療所
     は瑞穂103 名古屋市瑞穂区大喜新町３－１１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  755080,107,3 武田歯科医院 〒467-0806 052-852-0768武田　トシエ 武田　トシエ 平 2. 5. 1歯   小歯 診療所
     は瑞穂107 名古屋市瑞穂区瑞穂通１－２０　常　勤:    1 現存
     ライオンズマンション瑞穂通２階(歯       1) 平29. 5. 1
     南
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  756080,109,9 医療法人太田歯科 〒467-0828 052-881-0478医療法人太田歯科　理太田　正孝 平 3. 5. 1歯   診療所
     は瑞穂109 名古屋市瑞穂区田光町１－１６ 常　勤:    2事長　太田　正孝 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  757080,111,5 上松歯科 〒467-0815 052-851-7171上松　三郎 上松　三郎 平 3. 6. 1歯   小歯 診療所
     は瑞穂111 名古屋市瑞穂区前田町３－１ー１常　勤:    1 現存
     ４ラ・メゾン・フローラ１階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  758080,112,3 ばんの歯科 〒467-0064 052-831-9870坂野　暢治 坂野　暢治 平 3. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は瑞穂112 名古屋市瑞穂区彌富通３－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  759080,114,9 瑞穂歯科 〒467-0868 052-872-3031廣澤　潤一 廣澤　潤一 平24. 2. 1歯   小歯 診療所
     は瑞穂114 名古屋市瑞穂区大喜新町３－８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  760080,117,2 みつるぎ歯科 〒467-0875 052-871-8148水野　辰寿 水野　辰寿 平 5. 4. 1歯   診療所
     は瑞穂117 名古屋市瑞穂区御劔町１－９－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
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  761080,118,0 たかせ歯科クリニック〒467-0831 052-851-6480高瀬　昌弘 高瀬　昌弘 平 5. 5. 1歯   小歯 診療所
     は瑞穂118 名古屋市瑞穂区惣作町３－４３－常　勤:    1 現存
     １　クリエイト妙音１階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  762080,119,8 医療法人クレッセント〒467-0035 052-834-8241医療法人クレッセント大島　章久 平 6. 1. 1歯   矯歯 診療所
     は瑞穂119 会ルナデンタルクリニ名古屋市瑞穂区彌富町月見ケ岡５常　勤:    1会　理事長　大島　章 組織変更 現存
     ック ８ (歯       1)久 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  763080,120,6 パーク歯科クリニック〒467-0012 052-852-8900三治　正幸 三治　正幸 平 6. 2. 1歯   小歯 診療所
     は瑞穂120 名古屋市瑞穂区豊岡通３－２－２常　勤:    1 新規 現存
     　瑞穂ビル１階 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  764080,121,4 鈴木歯科クリニック 〒467-0831 052-882-8108医療法人鈴木歯科クリ鈴木　勝博 平 6.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は瑞穂121 名古屋市瑞穂区惣作町１ー２９ 常　勤:    3ニック　理事長　鈴木 組織変更 現存
     (歯       3)　勝博 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  765080,122,2 さつきデンタルクリニ〒467-0027 052-834-8148熊谷　早津季 熊谷　早津季 平 8. 9. 1歯   小歯 診療所
     は瑞穂122 ック 名古屋市瑞穂区田辺通３－３９－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  766080,123,0 あずまや歯科 〒467-0878 052-883-5757東谷　文宏 東谷　文宏 平 9. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は瑞穂123 名古屋市瑞穂区船原町２－１１－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  767080,125,5 てらもとファミリー歯〒467-0064 052-837-5255寺本　貴 寺本　貴 平24. 4. 2歯   小歯 矯歯診療所
     は瑞穂125 科 名古屋市瑞穂区彌富通３－４５－常　勤:    2 移動 歯外 現存
     ５ (歯       2) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  768080,127,1 やとみ歯科 〒467-0064 052-836-3377鹿島　幸美 鹿島　幸美 平11. 6. 1歯   小歯 診療所
     は瑞穂127 名古屋市瑞穂区彌富通３－４２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  769080,128,9 橋本歯科医院 〒467-0877 052-881-6896橋本　律 橋本　律 平12. 4. 1歯   診療所
     は瑞穂128 名古屋市瑞穂区雁道町１－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  770080,129,7 加藤歯科クリニック 〒467-0041 052-831-5235加藤　智史 加藤　智史 平12. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は瑞穂129 名古屋市瑞穂区密柑山町１－６－常　勤:    2 交代 現存
     ４ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  771080,132,1 かすや歯科医院 〒467-0831 052-851-3788粕谷　幸生 粕谷　幸生 平14. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は瑞穂132 名古屋市瑞穂区惣作町３－６７ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  772080,133,9 オオヤ歯科医院 〒467-0064 052-861-0677大矢　浩登 大矢　浩登 平20. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は瑞穂133 名古屋市瑞穂区彌富通４－２８丸常　勤:    1 移動 現存
     美ロイヤル瑞穂１階 (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  773080,134,7 村瀬歯科医院 〒467-0046 052-832-4772村瀬　寛紀 村瀬　寛紀 平15. 1. 1歯   診療所
     は瑞穂134 名古屋市瑞穂区玉水町２－６０－常　勤:    2 交代 現存
     １ (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  774080,135,4 しばた歯科 〒467-0827 052-872-0101柴田　英男 柴田　英男 平15. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は瑞穂135 名古屋市瑞穂区下坂町３－４１－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  775080,136,2 山下通デンタルクリニ〒467-0027 052-837-4182松田　修治 松田　修治 平15. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は瑞穂136 ック 名古屋市瑞穂区田辺通６－４９－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  776080,137,0 桑原歯科医院 〒467-0853 052-811-3663勝瀬　佐和子 勝瀬　佐和子 平16. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は瑞穂137 名古屋市瑞穂区内浜町２６－１３常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  777080,138,8 磯貝歯科医院 〒467-0876 052-881-9315磯貝　厚典 磯貝　厚典 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     は瑞穂138 名古屋市瑞穂区亀城町２－５－５常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  778080,139,6 まつお歯科 〒467-0873 052-881-5346松尾　孝夫 松尾　孝夫 平18. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は瑞穂139 名古屋市瑞穂区竹田町２－５－１常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  779080,140,4 杉浦歯科室 〒467-0038 052-861-7411杉浦　裕介 杉浦　裕介 平18. 5. 1歯   診療所
     は瑞穂140 名古屋市瑞穂区彌富町清水ケ岡７常　勤:    2 新規 現存
     ２ (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  780080,141,2 玉水デンタルクリニッ〒467-0046 052-831-4618坂野　裕一 坂野　裕一 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     は瑞穂141 ク 名古屋市瑞穂区玉水町１－４８－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  781080,143,8 有本歯科 〒467-0037 052-836-1181有本　憲弘 有本　憲弘 平19.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は瑞穂143 名古屋市瑞穂区彌富町上山１７１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
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  782080,144,6 金子歯科医院 〒467-0805 052-853-6728金子　道生 金子　道生 平20. 1. 1歯   歯外 診療所
     は瑞穂144 名古屋市瑞穂区桜見町１－５－２常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  783080,146,1 陽明森田歯科クリニッ〒467-0025 052-848-8211森田　誉嗣 森田　誉嗣 平21.11. 1歯   小歯 診療所
     は瑞穂146 ク 名古屋市瑞穂区松栄町２－１００常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  784080,147,9 ひばりが岡歯科医院 〒467-0031 052-835-8020鍋島　弘充 鍋島　弘充 平22. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     は瑞穂147 名古屋市瑞穂区彌富町緑ケ岡４－常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     １５ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  785080,148,7 荻須デンタルクリニッ〒467-0852 052-693-6480荻須　崇仁 荻須　崇仁 平22. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は瑞穂148 ク 名古屋市瑞穂区明前町１０－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  786080,149,5 ＵＧデンタルクリニッ〒467-0806 052-842-4873出口　雄之 出口　雄之 平23. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は瑞穂149 ク 名古屋市瑞穂区瑞穂通４－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  787080,150,3 そとはた歯科クリニッ〒467-0807 052-853-1333外畑　敦司 外畑　敦司 平23. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     は瑞穂150 ク 名古屋市瑞穂区駒場町２－８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  788080,152,9 瑞穂小児歯科診療所 〒467-0806 052-853-1182鬼頭　秀明 鬼頭　秀明 平23. 4. 1小歯 矯歯 診療所
     は瑞穂152 名古屋市瑞穂区瑞穂通４－３９－常　勤:    2 交代 現存
     ２ (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  789080,153,7 やなせ歯科 〒467-0002 052-841-6235栁瀬　直輝 栁瀬　直輝 平24. 4. 1歯   小歯 診療所
     は瑞穂153 名古屋市瑞穂区川澄町３－２６－常　勤:    1 交代 現存
     ３ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  790080,154,5 みずほの森矯正歯科 〒467-0003 052-851-8747山口　尊生 山口　尊生 平25. 2. 1歯   他   診療所
     は瑞穂154 名古屋市瑞穂区汐路町３－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  791080,156,0 みずほファミリー歯科〒467-0844 052-825-4848加藤　康弘 加藤　康弘 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は瑞穂156 名古屋市瑞穂区河岸町３－６４－常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     １ (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  792080,158,6 ましろデンタルクリニ〒467-0064 052-861-1088筒井　絵梨 筒井　絵梨 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は瑞穂158 ック 名古屋市瑞穂区弥富通５－１０ソ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     レットベルメゾン１階 (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  793080,160,2 ハート歯科 〒467-0066 052-838-8214遠矢　東剛 遠矢　東剛 平27. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     は瑞穂160 名古屋市瑞穂区洲山町２－１２ベ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ルプラザ２階 (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  794080,161,0 ひらい歯科 〒467-0806 052-851-8241平井　健人 平井　健人 平27. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は瑞穂161 名古屋市瑞穂区瑞穂通２－２７－常　勤:    4 新規 現存
     １ (歯       4) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  795080,162,8 もみやま歯科医院 〒467-0804 052-841-2107籾山　正敬 籾山　正敬 平28. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は瑞穂162 名古屋市瑞穂区洲雲町１－１１ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  796080,163,6 あかねデンタルクリニ〒467-0806 052-838-8380趙　賢愛 趙　賢愛 平28. 6. 1歯   小歯 診療所
     は瑞穂163 ック 名古屋市瑞穂区瑞穂通７－２４松常　勤:    1 新規 現存
     本ビル１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  797080,165,1 医療法人浩聖会　すぎ〒467-0851 052-819-6700医療法人浩聖会　理事杉山　浩一 平28.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は瑞穂165 やま歯科 名古屋市瑞穂区塩入町３－６ 常　勤:    1長　杉山　浩一 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  798080,166,9 コンドウ歯科 〒467-0005 052-853-1211医療法人悠桜会　理事近藤　昌嗣 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は瑞穂166 名古屋市瑞穂区石川町２－４ 常　勤:    3長　近藤　昌嗣 組織変更 矯歯 現存
     (歯       3) 平28.11. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  799080,167,7 ホワイト歯科 〒467-0806 052-852-1088伊藤　公一 伊藤　公一 平29. 6. 1歯   診療所
     は瑞穂167 名古屋市瑞穂区瑞穂通７－１０－常　勤:    1 新規 現存
     ２サンライズ瑞穂２Ｂ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  800080,168,5 麻里デンタルクリニッ〒467-0048 052-833-0888江端　麻里子 江端　麻里子 平29. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は瑞穂168 ク 名古屋市瑞穂区弥富ケ丘町１－１常　勤:    1 新規 現存
     ５－５ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  801080,169,3 みずたに歯科 〒467-0842 052-853-5080水谷　好克 水谷　好克 平29. 8.28歯   小歯 歯外診療所
     は瑞穂169 名古屋市瑞穂区妙音通３－２２－常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     １ (歯       2) 平29. 8.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  802080,170,1 カノンデンタルオフィ〒467-0022 052-893-9118小林　理恵 小林　理恵 平30. 1. 1歯   小歯 診療所
     は瑞穂170 ス 名古屋市瑞穂区上山町１－１６石常　勤:    1 新規 現存
     川橋ガーデンプラザ２－Ｋ (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  803080,171,9 石田歯科医院 〒467-0806 052-852-3801安田　仁 安田　仁 平30. 4. 1歯   小歯 診療所
     は瑞穂171 名古屋市瑞穂区瑞穂通２－２９　常　勤:    2 交代 現存
     丸美ロイヤルビル２階 (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  804080,172,7 ひらの歯科 〒467-0836 052-715-8081平野　陽平 平野　陽平 平30. 6. 1歯   小歯 診療所
     は瑞穂172 名古屋市瑞穂区佃町１－２３－５常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  805090,019,8 名鉄清水歯科クリニッ〒456-0031 052-683-2388清水　孝明 清水　孝明 昭58. 8.24歯   診療所
     は熱田19 ク 名古屋市熱田区神宮３－６－３４常　勤:    1 現存
     名鉄パレ百貨店５階 (歯       1) 平28. 8.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  806090,056,0 医療法人晃明会藤井歯〒456-0073 052-682-3988医療法人晃明会　理事藤井　宏次 昭51. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は熱田56 科医院 名古屋市熱田区千代田町１７－８常　勤:    2長　藤井　宏次 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  807090,058,6 おおにし歯科医院 〒456-0002 052-671-3564大西　昌明 大西　昌明 昭52. 9. 1歯   診療所
     は熱田58 名古屋市熱田区金山町１－１４－常　勤:    1 現存
     ３ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  808090,062,8 菅沼歯科 〒456-0034 052-682-2786菅沼　敏和 菅沼　敏和 平 4. 3. 1歯   診療所
     は熱田62 名古屋市熱田区伝馬２－６－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  809090,063,6 なかしま歯科医院 〒456-0058 052-651-8110中島　一総 中島　一総 平26. 3.12歯   小歯 診療所
     は熱田63 名古屋市熱田区六番２－１６－４常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平26. 3.12
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  810090,065,1 みやじま歯科医院 〒456-0025 052-681-4618宮島　洋子 宮島　洋子 昭54.10. 1歯   矯歯 診療所
     は熱田65 名古屋市熱田区玉の井町１１－１常　勤:    1 現存
     １ファミール神宮１０１ (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  811090,067,7 佐久間歯科医院 〒456-0053 052-671-6517早川　洋 早川　洋 昭56. 5.23歯   診療所
     は熱田67 名古屋市熱田区一番１－１３－１常　勤:    1 現存
     ７ (歯       1) 平29. 5.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  812090,069,3 水野歯科医院 〒456-0002 052-671-1760水野　茂樹 水野　茂樹 昭58. 3.25歯   診療所
     は熱田69 名古屋市熱田区金山町１－２－１常　勤:    1 現存
     ８ (歯       1) 平28. 3.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  813090,070,1 神宮歯科 〒456-0032 052-871-6366山田　収 山田　収 昭58. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は熱田70 名古屋市熱田区三本松町２３神宮常　勤:    1 歯外 現存
     東パークハイツ９棟 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  814090,071,9 富田歯科診療所 〒456-0058 052-651-1179富田　康正 富田　康正 昭58. 5.25歯   診療所
     は熱田71 名古屋市熱田区六番２－２－１６常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  815090,072,7 ほきもと歯科室 〒456-0022 052-671-6767保木本　誠 保木本　誠 平 5.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は熱田72 名古屋市熱田区横田２－１－２９常　勤:    1 移動 現存
     石川ビル２階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  816090,073,5 玉木歯科医院 〒456-0035 052-671-2379玉木　大介 玉木　大介 昭61.10. 1歯   診療所
     は熱田73 名古屋市熱田区白鳥３－８－２７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  817090,074,3 医療法人健晴会山田歯〒456-0058 052-661-0278医療法人健晴会　理事山田　雄一郎 昭61.10. 1歯   矯歯 歯外診療所
     は熱田74 科医院 名古屋市熱田区六番３－３－２２常　勤:    1長　山田　雄一郎 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  818090,075,0 おおや歯科医院 〒456-0071 052-671-6656大矢　和範 大矢　和範 昭63. 6. 1歯   診療所
     は熱田75 名古屋市熱田区明野町１１－１８常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  819090,077,6 むらまつ矯正歯科クリ〒456-0062 052-671-1770医療法人松生会　理事村松　桂 平11. 4. 1矯歯 歯   診療所
     は熱田77 ニック 名古屋市熱田区大宝１－１－１ヴ常　勤:    2長　村松　桂 移動 現存
     ェルクレート日比野Ａ棟２階２１(歯       2) 平29. 4. 1
     ３



 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

［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    87 頁

  820090,078,4 医療法人養明会　山中〒456-0058 052-652-2804医療法人養明会　理事山中　一男 平27. 4. 6歯   小歯 矯歯診療所
     は熱田78 歯科医院 名古屋市熱田区六番２－１－２７常　勤:    3長　山中　一男 移動 歯外 現存
     (歯       3) 平27. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  821090,082,6 ジュン歯科医院 〒456-0052 052-653-8844伊藤　淳 伊藤　淳 平 4.10. 1歯   小歯 診療所
     は熱田82 名古屋市熱田区二番２－８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  822090,084,2 キダ歯科 〒456-0075 052-682-1844貴田　章敬 貴田　章敬 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     は熱田84 名古屋市熱田区青池町３－７０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  823090,086,7 ないとう歯科 〒456-0051 052-684-0001内藤　竜三 内藤　竜三 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     は熱田86 名古屋市熱田区四番１－２－１４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  824090,087,5 水晶会熱田東門歯科 〒456-0031 052-671-0377寺嶋　恵代 寺嶋　恵代 平 8. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は熱田87 名古屋市熱田区神宮３－７－２５常　勤:    1 新規 現存
     神宮前コーポ２階 (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  825090,089,1 あいば歯科医院 〒456-0031 052-684-2600相羽　雅夫 相羽　雅夫 平 9. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は熱田89 名古屋市熱田区神宮２－６－１２常　勤:    1 新規 現存
     熱田泰文堂ビル２階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  826090,091,7 くまざわ歯科 〒456-0035 052-684-0484熊澤　昌彦 熊澤　昌彦 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     は熱田91 名古屋市熱田区白鳥２－１２－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  827090,092,5 ひびの歯科 〒456-0062 052-671-2800松山　実 松山　実 平11. 4. 1歯   診療所
     は熱田92 名古屋市熱田区大宝１－２－３ヴ常　勤:    1 新規 現存
     ェルクレート日比野Ｂ２０２ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  828090,094,1 大宝歯科クリニック 〒456-0062 052-671-1395矢野　進一 矢野　進一 平11. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は熱田94 名古屋市熱田区大宝１－４－１６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  829090,096,6 タカミ齒科 〒456-0011 052-679-3118星野　考望 星野　考望 平12. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は熱田96 名古屋市熱田区花町２－７現代ハ常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ウス金山１階 (歯       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  830090,098,2 伝馬歯科 〒456-0034 052-671-1032白木　豊 白木　豊 平27. 8. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は熱田98 名古屋市熱田区伝馬１－６－５ 常　勤:    2 移動 小歯 現存
     (歯       2) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  831090,100,6 クレアデンタルクリニ〒456-0003 052-889-6978三浦　正 三浦　正 平13. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は熱田100 ック 名古屋市熱田区波寄町２５－１名常　勤:    1 新規 現存
     鉄金山第一ビル２階 (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  832090,101,4 元木歯科 〒456-0021 052-678-8001元木　達也 元木　達也 平14. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は熱田101 名古屋市熱田区夜寒町４－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  833090,102,2 本多歯科医院 〒456-0018 052-671-0650本多　隆保 本多　隆保 平14. 3.20歯   歯外 診療所
     は熱田102 名古屋市熱田区新尾頭１－６－１常　勤:    2 交代 現存
     ８ (歯       2) 平26. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  834090,105,5 歯科辻岡医院 〒456-0033 052-881-7380辻岡　義人 辻岡　義人 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     は熱田105 名古屋市熱田区花表町１５－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  835090,107,1 あつたの森歯科クリニ〒456-0032 052-884-8461医療法人ワールデント高田　和朋 平21. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     は熱田107 ック 名古屋市熱田区三本松町１３－１常　勤:    5　理事長　高田　朋太 新規 矯歯 現存
     ７ (歯       5)郎 平27. 8. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  836090,108,9 さかい歯科 〒456-0015 052-265-6033酒井　文雄 酒井　文雄 平23. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は熱田108 名古屋市熱田区高蔵町８－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  837090,111,3 やすらぎ歯科医院 〒456-0023 052-882-4618医療法人聖仁会　理事森　貞彦 平25. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は熱田111 名古屋市熱田区六野１－２－１１常　勤:    2長　森　貞彦 新規 歯外 現存
     イオン熱田ショッピングセンター(歯       2) 平25. 9. 1
     ４階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  838090,112,1 こでまり歯科クリニッ〒456-0058 052-212-8606賀村　貴子 賀村　貴子 平26. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は熱田112 ク 名古屋市熱田区六番１－１０－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  839090,113,9 しおみ歯科クリニック〒456-0054 052-655-5486塩見　聡子 塩見　聡子 平26.12. 1歯   小歯 診療所
     は熱田113 名古屋市熱田区千年１－１６－３常　勤:    1 新規 現存
     ０イオンタウン熱田千年１階 (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  840090,114,7 アイズデンタルクリニ〒456-0016 052-681-4180田中　充洋 田中　充洋 平27. 1. 1歯   診療所
     は熱田114 ック 名古屋市熱田区五本松町１２－１常　勤:    1 新規 現存
     田中ビル３階 (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  841100,037,8 磯貝歯科医院 〒454-0962 052-301-7122磯貝　貴彦 磯貝　貴彦 昭45. 1. 1歯   診療所
     は中川37 名古屋市中川区戸田４－２３０１常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  842100,042,8 宮野歯科 〒454-0012 052-321-1020宮野　吉文 宮野　吉文 昭47. 9. 1歯   診療所
     は中川42 名古屋市中川区尾頭橋２－１２－常　勤:    1 現存
     ２２ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  843100,043,6 カトウ歯科医院 〒454-0822 052-362-3751加藤　和彦 加藤　和彦 昭49. 5. 1歯   小歯 診療所
     は中川43 名古屋市中川区四女子町１－５６常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  844100,044,4 大矢歯科医院 〒454-0032 052-362-1182大矢　嘉樹 大矢　嘉樹 平22. 4. 1歯   小歯 診療所
     は中川44 名古屋市中川区荒江町１７－１３常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  845100,045,1 瀧川歯科医院 〒454-0803 052-351-9921瀧川　秀男 瀧川　秀男 昭53.12. 1歯   診療所
     は中川45 名古屋市中川区豊成町１　２棟１常　勤:    1 現存
     １３ (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  846100,046,9 荒川歯科医院 〒454-0011 052-331-2130荒川　治久 荒川　治久 昭51. 7. 1歯   診療所
     は中川46 名古屋市中川区山王３－９－８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  847100,050,1 奥村歯科医院 〒454-0911 052-362-8456奥村　博樹 奥村　博樹 平 6. 1. 6歯   診療所
     は中川50 名古屋市中川区高畑２－３２３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  848100,052,7 水谷歯科医院 〒454-0004 052-331-4509水谷　義博 水谷　義博 昭53. 6. 1歯   小歯 診療所
     は中川52 名古屋市中川区西日置２－６－１常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  849100,053,5 鬼頭歯科医院 〒454-0838 052-361-4180鬼頭　喬 鬼頭　喬 昭53. 8. 1歯   小歯 診療所
     は中川53 名古屋市中川区太平通５－２８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  850100,056,8 小山歯科医院 〒454-0033 052-363-1655小山　芳和 小山　芳和 昭54. 4. 1歯   診療所
     は中川56 名古屋市中川区五女子１－１１－常　勤:    1 現存
     １７　稲本ビル２階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  851100,063,4 岡本歯科医院 〒454-0011 052-332-1182岡本　善博 岡本　善博 昭56. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中川63 名古屋市中川区山王１－８－２４常　勤:    2 歯外 現存
     新日グリーンハイツ１階 (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  852100,065,9 やまぐち歯科 〒454-0976 052-431-4182山口　和正 山口　和正 昭55.12.19歯   診療所
     は中川65 名古屋市中川区服部４－４０２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  853100,068,3 安田歯科 〒454-0945 052-303-2277安田　力 安田　力 平 2. 7.14歯   診療所
     は中川68 名古屋市中川区下之一色町波花１常　勤:    1 現存
     ７ (歯       1) 平29. 7.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  854100,069,1 エバ歯科医院 〒454-0804 052-363-0418江場　弘和 江場　弘和 平 8.11.21歯   小歯 診療所
     は中川69 名古屋市中川区月島町２－１６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.11.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  855100,070,9 おしむら歯科 〒454-0847 052-363-3366押村　進 押村　進 昭56.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は中川70 名古屋市中川区細米町１－７ 常　勤:    3 歯外 現存
     (歯       3) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  856100,073,3 成田歯科 〒454-0957 052-303-2121成田　洋之 成田　洋之 昭57. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は中川73 名古屋市中川区かの里１－６０３常　勤:    4 歯外 現存
     (歯       4) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  857100,074,1 土屋歯科 〒454-0826 052-352-4182土屋　佳久 土屋　佳久 昭57.12. 1歯   小歯 診療所
     は中川74 名古屋市中川区小本本町２－４５常　勤:    1 現存
     メゾンホンゴウ１階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  858100,075,8 板津歯科医院 〒454-0927 052-351-6480板津　厚治 板津　厚治 昭58. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中川75 名古屋市中川区打中２－１１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
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  859100,076,6 山田歯科医院 〒454-0012 052-322-5418山田　光里 山田　光里 昭58. 4. 1歯   診療所
     は中川76 名古屋市中川区尾頭橋２－１９－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  860100,077,4 高橋歯科 〒454-0031 052-363-1454高橋　祥公 高橋　祥公 昭58. 5. 1歯   小歯 診療所
     は中川77 名古屋市中川区八幡本通２－３５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  861100,080,8 荒中歯科医院 〒454-0868 052-351-0616奥村　文治 奥村　文治 昭58. 6. 1歯   診療所
     は中川80 名古屋市中川区草平町１－４５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  862100,081,6 おかだ歯科 〒454-0821 052-352-7771岡田　由美 岡田　由美 昭58. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中川81 名古屋市中川区宗円町２－１５ 常　勤:    1 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  863100,091,5 富田歯科医院 〒454-0972 052-431-6262畑中　論 畑中　論 昭59.10. 1歯   診療所
     は中川91 名古屋市中川区新家２－１９０１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  864100,092,3 歯科院南荒子の森 〒454-0876 052-363-2211佐藤　亮 佐藤　亮 平18. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中川92 名古屋市中川区若山町４－４３ 常　勤:    3 移動 歯外 現存
     (歯       3) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  865100,093,1 坪井歯科医院 〒454-0971 052-432-0303坪井　幸成 坪井　幸成 昭60. 4. 1歯   小歯 診療所
     は中川93 名古屋市中川区富田町千音寺２９常　勤:    1 現存
     ７１ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  866100,094,9 なかの歯科 〒454-0046 052-353-0077山田　孝 山田　孝 昭60. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は中川94 名古屋市中川区神郷町３－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  867100,095,6 中島新町歯科医院 〒454-0932 052-362-8444吉田　全孝 吉田　全孝 昭60. 6. 1歯   診療所
     は中川95 名古屋市中川区中島新町１－９０常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  868100,097,2 にじいろ歯科 〒454-0921 052-363-1504大北　裕一 大北　裕一 昭60.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中川97 名古屋市中川区中郷２－６ 常　勤:    2 歯外 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  869100,098,0 はった歯科 〒454-0877 052-353-5500徳光　伸二 徳光　伸二 昭61. 4. 1歯   診療所
     は中川98 名古屋市中川区八田町２３０８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  870100,099,8 池山歯科医院 〒454-0807 052-351-7300池山　正仁 池山　正仁 昭61. 5. 1歯   小歯 診療所
     は中川99 名古屋市中川区愛知町２５－１４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  871100,101,2 助光デンタルクリニッ〒454-0947 052-303-4180桂山　龍彦 桂山　龍彦 平 7. 8.10歯   小歯 矯歯診療所
     は中川101 ク 名古屋市中川区助光２－９０６ 常　勤:    4 移動 歯外 現存
     (歯       4) 平28. 8.10
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  872100,102,0 にしだ歯科 〒454-0934 052-381-5431西田　豊 西田　豊 昭62. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中川102 名古屋市中川区西中島１－１０３常　勤:    3 歯外 現存
     (歯       3) 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  873100,103,8 山下歯科 〒454-0932 052-352-1188山下　卓哉 山下　卓哉 昭62. 7. 1歯   小歯 診療所
     は中川103 名古屋市中川区中島新町３－２７常　勤:    1 現存
     ０３ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  874100,105,3 尾頭橋歯科 〒454-0012 052-322-0304中野　敬久 中野　敬久 昭63. 4. 1歯   小歯 診療所
     は中川105 名古屋市中川区尾頭橋１－１－３常　勤:    1 現存
     ５シティコーポ尾頭橋１－２０５(歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  875100,107,9 高畑中央歯科 〒454-0911 052-352-1122綱島　吉彦 綱島　吉彦 昭63. 7. 1歯   小歯 診療所
     は中川107 名古屋市中川区高畑１－２４１　常　勤:    1 現存
     ケーツーホソノビル２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  876100,108,7 ケン歯科クリニック 〒454-0962 052-303-3680吉田　健 吉田　健 昭63. 7. 1歯   小歯 診療所
     は中川108 名古屋市中川区戸田５－８０６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
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  877100,109,5 ながせ歯科 〒454-0984 052-302-5656長瀬　隆憲 長瀬　隆憲 昭63. 9. 1歯   小歯 診療所
     は中川109 名古屋市中川区供米田２－４０９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  878100,111,1 吉岡歯科医院 〒454-0838 052-353-6888吉岡　喜久雄 吉岡　喜久雄 平元. 2. 1歯   小歯 診療所
     は中川111 名古屋市中川区太平通２－３８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  879100,112,9 エブリ歯科 〒454-0815 052-362-6606岡本　政幸 岡本　政幸 平元. 9. 1歯   小歯 診療所
     は中川112 名古屋市中川区長良町３－３８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  880100,113,7 並木歯科クリニック 〒454-0901 052-354-1203神崎　悟 神崎　悟 平 2. 1. 1歯   矯歯 診療所
     は中川113 名古屋市中川区岩塚町本地８７－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  881100,114,5 いとう歯科 〒454-0961 052-432-2030伊藤　裕一郎 伊藤　裕一郎 平18. 9.16小歯 矯歯 歯  診療所
     は中川114 名古屋市中川区戸田明正２－２８常　勤:    1 移動 現存
     ０６アネックスベルフォーレ１階(歯       1) 平24. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  882100,115,2 つゆはし歯科 〒454-0022 052-352-8080杉浦　康規 杉浦　康規 平 2. 5. 1歯   小歯 診療所
     は中川115 名古屋市中川区露橋２－２７－２常　勤:    1 現存
     ０ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  883100,117,8 平成歯科 〒454-0961 052-432-2123早瀬　浩一 早瀬　浩一 平 2. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中川117 名古屋市中川区戸田明正２－２４常　勤:    1 現存
     ０６ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  884100,118,6 やはた歯科 〒454-0823 052-354-0855鬼頭　昭夫 鬼頭　昭夫 平11. 9. 1歯   小歯 診療所
     は中川118 名古屋市中川区富船町５－１－１常　勤:    1 移動 現存
     ９ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  885100,119,4 ハルタ歯科クリニック〒454-0985 052-431-7731安井　宏行 安井　宏行 平 2.11. 1歯   小歯 診療所
     は中川119 名古屋市中川区春田１－１１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  886100,123,6 もり歯科医院 〒454-0833 052-354-0118森　重人 森　重人 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     は中川123 名古屋市中川区上脇町１－３８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  887100,124,4 のざき歯科クリニック〒454-0943 052-302-5678野崎　謙治 野崎　謙治 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     は中川124 名古屋市中川区大当郎１－１９１常　勤:    2 現存
     １ (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  888100,126,9 うちで歯科 〒454-0926 052-354-6233渡辺　大助 渡辺　大助 平 3. 7. 1歯   小歯 診療所
     は中川126 名古屋市中川区打出１－２２　エ 現存
     ンポリアム関１階 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  889100,127,7 今枝歯科医院 〒454-0997 052-432-2925今枝　康至 今枝　康至 平 4. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中川127 名古屋市中川区万場５－５０２ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  890100,129,3 たかはし歯科医院 〒454-0856 052-654-4854高橋　敦史 高橋　敦史 平 5. 7. 1歯   矯歯 診療所
     は中川129 名古屋市中川区小碓通２－３９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  891100,132,7 渡辺歯科クリニック 〒454-0981 052-432-0626渡邊　いく子 渡邊　いく子 平 7. 7. 1歯   小歯 診療所
     は中川132 名古屋市中川区吉津４－３００６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  892100,133,5 ヨシダ歯科 〒454-0971 052-431-1182医療法人ヨシダ歯科　吉田　勝弘 平 7. 7. 1歯   診療所
     は中川133 名古屋市中川区富田町千音寺稲屋常　勤:    1理事長　吉田　勝弘 組織変更 現存
     ４１２３－１ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  893100,134,3 マサキ歯科クリニック〒454-0842 052-355-1120金林　昌樹 金林　昌樹 平 8.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は中川134 名古屋市中川区宮脇町２－１２－常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  894100,135,0 井口ファミリー歯科 〒454-0981 052-432-8241井口　岩雄 井口　岩雄 平 8.10. 1歯   小歯 診療所
     は中川135 名古屋市中川区吉津２－９１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  895100,137,6 まつばら歯科 〒454-0873 052-352-9100松原　哲子 松原　哲子 平10. 8. 1歯   小歯 診療所
     は中川137 名古屋市中川区上高畑２－１７４常　勤:    1 新規 現存
     －２ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  896100,139,2 アイリス歯科クリニッ〒454-0935 052-398-1188山田　真澄 山田　真澄 平11. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中川139 ク 名古屋市中川区東起町２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
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  897100,141,8 今井歯科 〒454-0994 052-439-2100今井　章元 今井　章元 平19. 1. 5歯   小歯 矯歯診療所
     は中川141 名古屋市中川区長須賀３－９０３常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  898100,142,6 アズタウン歯科 〒454-0972 052-439-2225鈴木　剛 鈴木　剛 平12. 6. 1歯   診療所
     は中川142 名古屋市中川区新家１－１６１１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  899100,147,5 竹内歯科医院 〒454-0945 052-301-8268竹内　政夫 竹内　政夫 平28. 5. 1歯   小歯 診療所
     は中川147 名古屋市中川区下之一色町権野１常　勤:    3 移動 現存
     ２９－１ (歯       3) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  900100,149,1 すぎむら歯科クリニッ〒454-0912 052-364-5711杉村　泰郎 杉村　泰郎 平15. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     は中川149 ク 名古屋市中川区野田１－１８４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  901100,152,5 八田すこやか歯科 〒454-0872 052-363-0148佐藤　 史 佐藤　 史 平19. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中川152 名古屋市中川区万町２４０９ルミ常　勤:    1 移動 現存
     ナス八田１Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  902100,154,1 浅井歯科医院 〒454-0839 052-362-1235浅井　治彦 浅井　治彦 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     は中川154 名古屋市中川区篠原橋通３－４０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  903100,155,8 ながら歯科医院 〒454-0815 052-352-1182阿部　雅代 阿部　雅代 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     は中川155 名古屋市中川区長良町２－１０６常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  904100,156,6 レモン歯科 〒454-0022 052-351-4618福永　常偉 福永　常偉 平16. 6. 1歯   小歯 診療所
     は中川156 名古屋市中川区露橋２－２３－１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  905100,157,4 風岡デンタルクリニッ〒454-0967 052-303-4618風岡　盛夫 風岡　盛夫 平16. 7. 1歯   小歯 診療所
     は中川157 ク 名古屋市中川区戸田西２－１８０常　勤:    2 新規 現存
     ２ (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  906100,158,2 かとうデンタルクリニ〒454-0954 052-302-2775加藤　尚一 加藤　尚一 平16.10. 1歯   小歯 診療所
     は中川158 ック 名古屋市中川区江松３－１３９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
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  907100,160,8 近藤歯科医院 〒454-0052 052-351-9119近藤　康史 近藤　康史 平19. 1. 9歯   小歯 歯外診療所
     は中川160 名古屋市中川区花塚町２－４３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  908100,161,6 中川歯科 〒454-0869 052-352-4618水谷　護 水谷　護 平17.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中川161 名古屋市中川区荒子１－１９９１常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  909100,162,4 中花ファミリー歯科 〒454-0931 052-355-4182津田　賢治 津田　賢治 平18. 3. 1歯   小歯 診療所
     は中川162 名古屋市中川区中花町２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  910100,164,0 医療法人うえの歯科ク〒454-0912 052-363-8805医療法人うえの歯科ク上野　雄史 平18. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中川164 リニック 名古屋市中川区野田１－１４１ 常　勤:    2リニック　理事長　上 組織変更 現存
     (歯       2)野　雄史 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  911100,165,7 医療法人　愛美会　め〒454-0947 052-304-1199医療法人愛美会　理事中川　恵裕 平18.10. 2歯   小歯 診療所
     は中川165 ぐみ歯科 名古屋市中川区助光３－１０１ 常　勤:    5長　中川　恵裕 組織変更 現存
     (歯       5) 平24.10. 2
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  912100,166,5 すずき歯科 〒454-0819 052-363-8148鈴木　敦 鈴木　敦 平19. 2. 1歯   診療所
     は中川166 名古屋市中川区烏森町四反畑１２常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  913100,167,3 アウル歯科クリニック〒454-0921 052-351-0058川井　英敬 川井　英敬 平19. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中川167 名古屋市中川区中郷５－５８プレ常　勤:    1 新規 現存
     ステージ中郷１階 (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  914100,168,1 医療法人せんのんじ小〒454-0972 052-439-0500医療法人せんのんじ小荻田　美紗子 平19. 6. 1小歯 診療所
     は中川168 児歯科 名古屋市中川区新家１－１５１７常　勤:    2児歯科　理事長　荻田 組織変更 現存
     (歯       2)　美紗子 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  915100,169,9 ＭＣデンタルクリニッ〒454-0985 052-304-3081高尾　信輝 高尾　信輝 平19. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中川169 ク 名古屋市中川区春田３－５６ガイ常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     アマンション１階 (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  916100,170,7 河合歯科医院 〒454-0035 052-361-0777河合　俊彦 河合　俊彦 平19.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     は中川170 名古屋市中川区八熊通４－３２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  917100,174,9 松年歯科クリニック 〒454-0852 052-661-0504医療法人Ｈ＆Ｓ　理事高田　龍彦 平21.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中川174 名古屋市中川区昭和橋通４－１８常　勤:    3長　高田　龍彦 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  918100,176,4 西垣歯科 〒454-0935 052-382-6874西垣　喜三 西垣　喜三 平22. 4. 1歯   小歯 診療所
     は中川176 名古屋市中川区東起町５－４５第常　勤:    1 新規 現存
     三西垣ハイツ１０１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  919100,178,0 いわた歯科クリニック〒454-0817 052-353-8020岩田　武久 岩田　武久 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     は中川178 名古屋市中川区南脇町２－５９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  920100,179,8 中川友愛歯科 〒454-0915 052-419-0555大柳　和貴 大柳　和貴 平24. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中川179 名古屋市中川区横井２－１立松ビ常　勤:    1 交代 現存
     ル２階 (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  921100,180,6 佐藤歯科医院 〒454-0835 052-361-1520佐藤　是孝 佐藤　是孝 平24. 4. 1歯   小歯 診療所
     は中川180 名古屋市中川区八家町６－８０ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  922100,181,4 ライオン歯科医院 〒454-0801 052-352-2002髙橋　知多香 髙橋　知多香 平24.11. 1歯   診療所
     は中川181 名古屋市中川区百船町６－２０Ｆ常　勤:    2 新規 現存
     ＲＯＮＴＩＥＲ　ＮＡＧＯＹＡ　(歯       2) 平24.11. 1
     １階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  923100,182,2 コンパスデンタルクリ〒454-0911 052-355-8915医療法人社団コンパス木村　理恵 平25. 3. 1歯   診療所
     は中川182 ニック名古屋 名古屋市中川区高畑２－２２９ジ常　勤:    1　理事長　後藤　基温 新規 現存
     ョイフルタカオキＡ (歯       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  924100,183,0 たかすぎ友愛歯科 〒454-0936 052-365-3555菱田　太郎 菱田　太郎 平25. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中川183 名古屋市中川区高杉町３４ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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  925100,184,8 歯科小児歯科Ｊクリニ〒454-0932 052-354-3501神野　勝美 神野　勝美 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中川184 ック 名古屋市中川区中島新町３－８１常　勤:    1 交代 現存
     ０ (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  926100,186,3 しのはら橋　歯科クリ〒454-0048 052-352-4114山田　順一 山田　順一 平26. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中川186 ニック 名古屋市中川区元中野町１－１－常　勤:    2 交代 現存
     １ (歯       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  927100,187,1 ゆかデンタルクリニッ〒454-0984 052-364-7070安藤　由果 安藤　由果 平26. 9. 1歯   小歯 診療所
     は中川187 ク 名古屋市中川区供米田２－１０６常　勤:    1 新規 現存
     グランドヒルズ供米田３番館 (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  928100,188,9 カナル歯科クリニック〒454-0053 052-387-7455吉田　夏子 吉田　将典 平27.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中川188 名古屋市中川区外新町４－２７ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  929100,189,7 きらら歯科 〒454-0946 052-355-9288山田　祐子 山田　祐子 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は中川189 名古屋市中川区一色新町３－１０常　勤:    1 新規 現存
     １ＯＣＥＡＮ６１　１階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  930100,191,3 戸田ふたば歯科 〒454-0961 052-439-1112林　豊大 林　豊大 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中川192 名古屋市中川区戸田明正２－３０常　勤:    1 交代 現存
     １　２階 (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  931100,192,1 ａｂｃデンタルクリニ〒454-0937 052-355-1182医療法人　白水　理事白水　紀充 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は中川193 ック 名古屋市中川区法華西町２－２６常　勤:    1長　白水　紀充 組織変更 現存
     －１ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  932110,022,8 モモノハデンタルクリ〒455-0015 052-661-6673大谷　元人 大谷　元人 昭44. 5. 1歯   診療所
     は港22 ニック 名古屋市港区港栄２－６－３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  933110,024,4 藤田歯科医院 〒455-0036 052-661-2384藤田　善和 藤田　善和 昭51. 6.22歯   診療所
     は港24 名古屋市港区浜１－２－１６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 6.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  934110,025,1 山田歯科医院 〒455-0002 052-653-8351山田　壽 山田　壽 昭49. 2. 1歯   小歯 診療所
     は港25 名古屋市港区東海通４－１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  935110,026,9 伊藤歯科 〒455-0053 052-653-4303伊藤　友善 伊藤　友善 昭57. 9.10歯   小歯 診療所
     は港26 名古屋市港区名四町１２０－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  936110,027,7 服部歯科 〒455-0822 052-382-8413服部　千秋 服部　千秋 昭51. 8. 1歯   診療所
     は港27 名古屋市港区甚兵衛通２－１３ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  937110,028,5 熊澤歯科医院 〒455-0001 052-653-1001熊澤　成章 熊澤　成章 昭52. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は港28 名古屋市港区七番町４－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  938110,029,3 小柳歯科医院 〒455-0037 052-653-0636小柳　廣光 小柳　廣光 昭52. 9. 1歯   診療所
     は港29 名古屋市港区名港１－１４－２４常　勤:    1 現存
     佐藤ビル２階 (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  939110,034,3 たつきファミリー歯科〒455-0074 052-383-7744辻　明男 辻　明男 昭54. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は港34 名古屋市港区正保町３－５８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  940110,035,0 竹内歯科医院 〒455-0832 052-381-6441竹内　良春 竹内　良春 昭54. 7. 1歯   診療所
     は港35 名古屋市港区宝神３－４０６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  941110,038,4 高阪歯科医院 〒455-0882 052-303-1180高阪　達也 高阪　達也 昭55.11. 1歯   小歯 診療所
     は港38 名古屋市港区小賀須３－１６１１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  942110,039,2 柴田歯科医院 〒455-0037 052-661-2462柴田　誠一 柴田　誠一 昭56. 4.19歯   診療所
     は港39 名古屋市港区名港２－１１－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  943110,044,2 みなと医療生活協同組〒455-0014 052-652-5557みなと医療生活協同組橋詰　義幸 平 9.10. 6歯   矯歯 小歯診療所
     は港44 合みなと歯科診療所 名古屋市港区港楽３－７－１８２常　勤:    3合　理事長　尾関　俊 移動 歯外 現存
     階 (歯       3)紀 平24.10. 6



 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

［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   100 頁

  944110,046,7 医療法人美和会明正歯〒455-0806 052-383-2600医療法人美和会　理事近藤　恵子 昭58.10. 1歯   診療所
     は港46 科 名古屋市港区明正１－２－２ 常　勤:    2長　近藤　滋 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  945110,047,5 千葉歯科医院 〒455-0041 052-653-2323千葉　和夫 千葉　和夫 昭58.12. 1歯   小歯 診療所
     は港47 名古屋市港区幸町２－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  946110,048,3 医療法人博芳会　くり〒455-0843 052-381-5975医療法人博芳会　理事栗崎　吉博 昭59. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は港48 さき歯科・こども歯科名古屋市港区錦町２－２０ 常　勤:    2長　栗崎　吉博 矯歯 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  947110,049,1 神野歯科医院 〒455-0075 052-383-3118神野　明彦 神野　明彦 昭59. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は港49 名古屋市港区正徳町６－４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  948110,051,7 小島歯科医院 〒455-0842 052-383-6660小島　真一 小島　真一 平12. 9.19歯   小歯 歯外診療所
     は港51 名古屋市港区稲永５－８－１２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 9.19
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  949110,053,3 築地歯科 〒455-0015 052-652-0088石井　秀樹 石井　秀樹 昭60.10. 1歯   小歯 診療所
     は港53 名古屋市港区港栄４丁目２の３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  950110,054,1 橋本歯科 〒455-0831 052-382-1188橋本　隆至 橋本　隆至 昭61. 1. 1歯   小歯 診療所
     は港54 名古屋市港区十一屋３－６８－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  951110,055,8 秋田歯科医院 〒455-0021 052-692-4811秋田　秀義 秋田　秀義 昭61. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は港55 名古屋市港区木場町６－７ニュー常　勤:    2 現存
     コーポ名南　店舗棟２階 (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  952110,056,6 いりば歯科医院 〒455-0803 052-382-8211伊藤　敏博 伊藤　敏博 昭61.10. 1歯   小歯 診療所
     は港56 名古屋市港区入場２－１１０２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
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  953110,060,8 カトウ歯科 〒455-0874 052-301-0118加藤　道哉 加藤　道哉 昭62.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は港60 名古屋市港区西福田３－８０１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  954110,064,0 あきば歯科医院 〒455-0857 052-303-6482布目　政男 布目　政男 平元.10. 1歯   小歯 診療所
     は港64 名古屋市港区秋葉１－１３０－２常　勤:    1 現存
     １６ (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  955110,065,7 港スワン歯科・矯正歯〒455-0073 052-384-6300医療法人スワン会　理尾崎　裕 平16. 7. 2歯   小歯 歯外診療所
     は港65 科 名古屋市港区川西通５－２４ 常　勤:    8事長　鈴木　純二 移動 矯歯 現存
     (歯       8) 平28. 7. 2
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  956110,066,5 すずむら歯科医院 〒455-0873 052-303-7788鈴村　佳弘 鈴村　佳弘 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     は港66 名古屋市港区春田野１－８０４ 常　勤:    5 現存
     (歯       5) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  957110,067,3 田中歯科医院 〒455-0814 052-382-0118田中　秀明 田中　秀明 平 3. 5. 1歯   小歯 診療所
     は港67 名古屋市港区善南町３８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  958110,070,7 おうす歯科 〒455-0801 052-382-8049神野　時和 神野　時和 平 4. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は港70 名古屋市港区小碓１－５７３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  959110,071,5 東海歯科 〒455-0804 052-382-1180加藤　久喜 加藤　久喜 平 4. 4. 1歯   小歯 診療所
     は港71 名古屋市港区当知１－１５０６　常　勤:    2 現存
     ハーバーグランドハイツ杉浦１０(歯       2) 平28. 4. 1
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  960110,072,3 中西歯科医院 〒455-0815 052-381-5714中西　基嘉 中西　基嘉 平 7. 1. 6歯   小歯 診療所
     は港72 名古屋市港区油屋町３－１０－１常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  961110,073,1 当知歯科 〒455-0806 052-384-4455鏡味　宏之 鏡味　宏之 平 4. 8. 1歯   小歯 診療所
     は港73 名古屋市港区明正１－２２７　プ常　勤:    1 現存
     ラザパル１階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  962110,074,9 白井歯科医院 〒455-0013 052-661-1979長谷部　雅志 長谷部　雅志 平 4. 8. 1歯   診療所
     は港74 名古屋市港区港陽１－９－１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  963110,077,2 多畑歯科医院 〒455-0831 052-383-6487多畑　朋成 多畑　朋成 平 4.12.20歯   小歯 診療所
     は港77 名古屋市港区十一屋３－５７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  964110,078,0 医療法人歯聖会村上記〒455-0883 052-302-1722医療法人歯聖会　理事辻　慎太郎 平 5. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は港78 念歯科医院 名古屋市港区知多２－１９０７ 常　勤:    1長　村上　浩子 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  965110,079,8 医療法人純枝会むらせ〒455-0804 052-382-8866医療法人純枝会　理事村瀬　敦 平 5. 1. 1歯   小歯 診療所
     は港79 歯科 名古屋市港区当知４－９０７－２常　勤:    1長　村瀬　敦 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  966110,080,6 香川歯科医院 〒455-0001 052-661-0408香川　博一郎 香川　博一郎 平 6. 1. 1歯   診療所
     は港80 名古屋市港区七番町４－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  967110,083,0 フルハシ歯科 〒455-0004 052-654-8150古橋　剛 古橋　剛 平 7. 1. 1歯   小歯 診療所
     は港83 名古屋市港区津金町２－１４－１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  968110,085,5 あいち歯科 〒455-0815 052-382-3887石井　雅彦 石井　雅彦 平 8. 2. 1歯   小歯 診療所
     は港85 名古屋市港区油屋町４－８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  969110,093,9 すみた歯科 〒455-0804 052-389-0389隅田　晃史 隅田　晃史 平13. 6. 1歯   小歯 診療所
     は港93 名古屋市港区当知２－１０１レイ常　勤:    1 新規 現存
     クハイツ当知１階 (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  970110,095,4 ちとせ歯科 〒455-0003 052-651-1135野村　章 野村　章 平15. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は港95 名古屋市港区辰巳町１－４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  971110,096,2 阿部歯科医院 〒455-0804 052-383-3882阿部　泰三 阿部　泰三 平16. 6. 1歯   小歯 診療所
     は港96 名古屋市港区当知４－２０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  972110,097,0 やまだ歯科 〒455-0851 052-304-1112山田　豊美 山田　豊美 平26. 1. 1歯   小歯 診療所
     は港97 名古屋市港区東茶屋３－３３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  973110,098,8 岡田デンタルクリニッ〒455-0057 052-661-1266岡田　太郎 岡田　太郎 平16.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     は港98 ク 名古屋市港区築盛町１０２－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  974110,100,2 名港鈴木歯科医院 〒455-0068 052-384-4108医療法人港栄会　理事鈴木　淳大 平18. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は港100 名古屋市港区土古町４－７２鬼頭常　勤:    1長　鈴木　淳大 組織変更 現存
     第２土古ビル１階 (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  975110,102,8 みなと中央歯科 〒455-0018 052-651-1070近藤　英人 近藤　英人 平19. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は港102 名古屋市港区港明１－１－２　２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  976110,103,6 みなと歯科口腔外科 〒455-0803 052-389-1101加藤　洋 加藤　洋 平20. 4. 1歯   歯外 診療所
     は港103 名古屋市港区入場１－５０２みな常　勤:    1 新規 現存
     とメディカルステーション２Ｆ (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  977110,105,1 中田歯科医院 〒455-0015 052-661-2431医療法人同信会　理事李　彌稀 平21. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は港105 名古屋市港区港栄４－２－１０ 常　勤:    1長　中田　文人 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  978110,106,9 マリンみなと歯科 〒455-0841 052-382-4182鈴木　盛雄 鈴木　盛雄 平21. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は港106 名古屋市港区一州町１－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  979110,108,5 おはよう歯科 〒455-0006 052-355-9988冨田　大一 冨田　大一 平23. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     は港108 名古屋市港区南十一番町３－５－常　勤:    1 新規 現存
     ２グランドハイツ南十一番町 (歯       1) 平29. 5. 1
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  980110,109,3 まさき歯科医院 〒455-0006 052-653-8211伊藤　正樹 伊藤　正樹 平23. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は港109 名古屋市港区南十一番町１－１－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  981110,111,9 矢澤歯科医院 〒455-0043 052-653-0648矢澤　健呉 矢澤　健呉 平23. 6.14歯   診療所
     は港111 名古屋市港区魁町４－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 6.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  982110,112,7 近藤歯科医院 〒455-0801 052-382-8148近藤　浩史 近藤　浩史 平25. 4. 1歯   小歯 診療所
     は港112 名古屋市港区小碓２－２６８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  983110,113,5 ハートデンタルクリニ〒455-0066 052-654-1817医療法人育真会　理事小川　麻子 平25. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は港113 ック 名古屋市港区寛政町２－３３ルー常　勤:    2長　小川　麻子 組織変更 現存
     ジュ寛政町１階 (歯       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  984110,115,0 西川歯科医院 〒455-0883 052-301-4182西川　昌志 西川　昌志 平26. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は港115 名古屋市港区知多１－８０６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  985110,116,8 ベイシティ歯科・矯正〒455-0055 052-661-8341医療法人一燈会　理事枝並　宏治 平26. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は港116 歯科 名古屋市港区品川町２－１－６イ常　勤:    1長　枝並　宏治 組織変更 歯外 現存
     オンモール名古屋みなと店１階 (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  986110,117,6 大矢歯科 〒455-0873 052-303-3611大矢　謙吉 大矢　謙吉 平27.10. 1歯   小歯 診療所
     は港117 名古屋市港区春田野２－３０７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  987110,118,4 名古屋みなと歯科・矯〒455-0075 052-389-1180医療法人清翔会　理事星野　匡俊 平28. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は港118 正歯科 名古屋市港区正徳町２－３－３ 常　勤:    4長　小池　陵馬 新規 歯外 現存
     (歯       4) 平28. 9. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  988110,119,2 杉山歯科 〒455-0822 052-387-8201杉山　昌彦 杉山　昌彦 平30. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     は港119 名古屋市港区甚兵衛通３－２７－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 6. 1
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  989120,063,0 山田歯科診療所 〒457-0005 052-822-7515山田　有 山田　有 昭48. 7. 1歯   診療所
     は南63 名古屋市南区桜台１－１４－２５常　勤:    1 現存
     　第３菊屋ビル２階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  990120,072,1 医療法人こぎそ会小木〒457-0048 052-822-0008医療法人こぎそ会　理小木曽　公 昭52. 8. 1歯   診療所
     は南72 曽歯科医院 名古屋市南区大磯通５－４－１ 常　勤:    1事長　小木曽　公 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  991120,076,2 南医療生活協同組合み〒457-0806 052-611-4253南医療生活協同組合　大山　恵 平17. 3.22歯   小歯 診療所
     は南76 なみ歯科診療所 名古屋市南区鳴浜町５－１０ 常　勤:    4代表理事　成瀬　幸雄 移動 現存
     (歯       4) 平29. 3.22
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  992120,081,2 稲垣歯科医院 〒457-0006 052-811-1245稲垣　郁 稲垣　郁 昭54. 9. 1歯   診療所
     は南81 名古屋市南区鳥栖１－１５－３４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  993120,082,0 浅井歯科 〒457-0836 052-613-0448浅井　房二郎 浅井　房二郎 平16.12.27歯   矯歯 小歯診療所
     は南82 名古屋市南区加福本通２－１３栄常　勤:    2 移動 現存
     ビル３階 (歯       2) 平28.12.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  994120,085,3 いなぐま歯科 〒457-0053 052-821-8211稲熊　弘敬 稲熊　弘敬 昭56. 8. 1歯   小歯 診療所
     は南85 名古屋市南区本城町３－３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  995120,086,1 今井歯科 〒457-0054 052-824-6480今井　力 今井　力 平14. 2. 1歯   診療所
     は南86 名古屋市南区砂口町５２－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  996120,087,9 かなざわ歯科 〒457-0863 052-692-8249金沢　俊文 金沢　俊文 昭57. 7. 1歯   診療所
     は南87 名古屋市南区豊３－２９－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  997120,091,1 岩崎歯科医院 〒457-0001 052-824-1181岩崎　公 岩崎　公 昭58. 9. 1歯   小歯 診療所
     は南91 名古屋市南区平子２－９－２２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  998120,093,7 大野歯科医院 〒457-0862 052-691-4822大野　喜代一 大野　喜代一 昭59. 7. 1歯   診療所
     は南93 名古屋市南区内田橋１－２７－１常　勤:    1 現存
     ５ (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  999120,095,2 ブライド歯科 〒457-0816 052-613-3345久野　雅芳 久野　雅芳 昭60. 4. 1歯   診療所
     は南95 名古屋市南区元柴田東町３－３９常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1000120,096,0 佐藤歯科医院 〒457-0013 052-811-3870佐藤　弘喜 佐藤　弘喜 昭60. 6. 1歯   診療所
     は南96 名古屋市南区寺崎町１４－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1001120,098,6 大塚歯科 〒457-0823 052-611-1088大塚　敏雄 大塚　敏雄 昭60.11. 1歯   小歯 診療所
     は南98 名古屋市南区元塩町２－２－５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1002120,099,4 小出歯科 〒457-0822 052-614-1182小出　健二 小出　健二 昭60.12. 1歯   小歯 診療所
     は南99 名古屋市南区浜田町３－９５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1003120,103,4 福井歯科医院 〒457-0074 052-822-1118福井　介志 福井　介志 昭61. 6. 1歯   診療所
     は南103 名古屋市南区本地通３－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1004120,104,2 鳴浜歯科 〒457-0806 052-614-0900大塚　英昭 大塚　英昭 昭61. 7. 1歯   小歯 診療所
     は南104 名古屋市南区鳴浜町７－１－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1005120,106,7 しんまち歯科クリニッ〒457-0847 052-693-0832神谷　龍彦 神谷　龍彦 昭62. 4. 1歯   小歯 診療所
     は南106 ク 名古屋市南区道徳新町９－２２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1006120,107,5 若山歯科 〒457-0846 052-693-1182若山　敦生 若山　敦生 昭62. 4. 1歯   小歯 診療所
     は南107 名古屋市南区道徳通１－１－２９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1007120,108,3 なかやま歯科 〒457-0861 052-693-1255中山　一郎 中山　一郎 昭62. 4. 1歯   小歯 診療所
     は南108 名古屋市南区明治２－５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1008120,109,1 医療法人蒼生会鈴木歯〒457-0814 052-613-0678医療法人蒼生会　理事鈴木　正一 昭62. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は南109 科医院 名古屋市南区柴田本通４－１２ 常　勤:    1長　鈴木　正一 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1009120,112,5 江口歯科医院 〒457-0846 052-691-1222江口　雄二 江口　雄二 昭62.11. 9歯   診療所
     は南112 名古屋市南区道徳通３－６２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1010120,113,3 つるた歯科小児歯科 〒457-0004 052-822-6065鶴田　博昭 鶴田　博昭 昭63. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は南113 名古屋市南区中江２－１０－２２常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1011120,115,8 コジマ歯科医院 〒457-0014 052-824-4171小島　優一 小島　優一 昭63. 7. 1歯   小歯 診療所
     は南115 名古屋市南区呼続１－１７－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1012120,116,6 西村歯科 〒457-0844 052-613-2123西村　賀博 西村　賀博 昭63. 7. 1歯   診療所
     は南116 名古屋市南区堤越町２－４０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1013120,117,4 名古屋南歯科保健医療〒457-0821 052-611-8044一般社団法人名古屋市伊藤　暖果 平28. 9.19歯   診療所
     は南117 センター 名古屋市南区弥次ヱ町５－１２－常　勤:    3歯科医師会　会長　小 移動 現存
     １ (歯       3)木曽　公 平28. 9.19
     非常勤:   19
     (歯      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1014120,118,2 塚本歯科医院 〒457-0836 052-611-3880塚本　剛 塚本　剛 平 2.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は南118 名古屋市南区加福本通３－６３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1015120,122,4 榊原デンタルクリニッ〒457-0863 052-694-3939榊原　功二 榊原　功二 平 3. 7. 1歯   小歯 診療所
     は南122 ク 名古屋市南区豊１－４７－１１　常　勤:    1 現存
     プラネットアサノ１階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1016120,124,0 青木歯科医院 〒457-0844 052-691-1918青木　一郎 青木　一郎 平 3. 7.30歯   小歯 診療所
     は南124 名古屋市南区堤町４－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1017120,125,7 大岩歯科医院 〒457-0833 052-613-1105大岩　健次 大岩　健次 平 3.11. 1歯   診療所
     は南125 名古屋市南区東又兵ヱ町１－５６常　勤:    1 現存
     宝笠寺ハイツ１階 (歯       1) 平24.11. 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

［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   108 頁

 1018120,127,3 門井歯科医院 〒457-0841 052-691-6473門井　聡 門井　聡 平 4. 2.18歯   診療所
     は南127 名古屋市南区豊田１－１０－１７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1019120,130,7 川本歯科医院 〒457-0023 052-822-4100川本　義清 川本　義清 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     は南130 名古屋市南区芝町５７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1020120,133,1 はざま歯科 〒457-0076 052-821-6480伊藤　暖果 伊藤　暖果 平 4.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     は南133 名古屋市南区道全町１－３８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1021120,134,9 医療法人大倉会長谷川〒457-0005 052-821-6262医療法人大倉会　理事長谷川　茂人 平10. 7.25歯   小歯 診療所
     は南134 歯科 名古屋市南区桜台２－１７－３２常　勤:    1長　長谷川　茂人 移動 現存
     (歯       1) 平28. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1022120,135,6 ヤマナ歯科 〒457-0002 052-821-0118山田　直宏 山田　直宏 平 5. 6. 1歯   小歯 診療所
     は南135 名古屋市南区大堀町１ー１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1023120,136,4 加藤歯科 〒457-0807 052-611-0095加藤　宏一 加藤　宏一 平 5. 8. 1歯   診療所
     は南136 名古屋市南区鶴見通２－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1024120,137,2 ちどり歯科 〒457-0814 052-612-2221鈴木　哲夫 鈴木　哲夫 平 5.11. 1歯   矯歯 診療所
     は南137 名古屋市南区柴田本通５－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1025120,138,0 ＡＢＣデンタルクリニ〒457-0031 052-825-0014伊原　弘晃 伊原　弘晃 平 6. 1. 1歯   診療所
     は南138 ック 名古屋市南区鯛取通４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1026120,139,8 医療法人宝生歯科 〒457-0828 052-611-6480医療法人宝生歯科　理大久保　忠博 平 6. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は南139 名古屋市南区宝生町４－１６　第常　勤:    1事長　大久保　忠博 組織変更 現存
     ３浜ビル１階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1027120,142,2 橋本歯科医院 〒457-0043 052-811-3033橋本　雅範 橋本　雅範 平28. 3.30歯   小歯 矯歯診療所
     は南142 名古屋市南区戸部町３－１６－１常　勤:    2 移動 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 3.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1028120,144,8 ばんのう歯科医院 〒457-0852 052-694-0018伴能　和徳 伴能　和徳 平 8. 7. 1歯   小歯 診療所
     は南144 名古屋市南区泉楽通２－６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
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 1029120,145,5 中村歯科医院 〒457-0074 052-811-1222中村　元則 中村　元則 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     は南145 名古屋市南区本地通２－８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1030120,147,1 駈上歯科 〒457-0007 052-822-2286似内　一郎 似内　一郎 平11.11. 1歯   診療所
     は南147 名古屋市南区駈上２－８－１８エ常　勤:    1 新規 現存
     スペランス駈上１階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1031120,148,9 こんどう歯科医院 〒457-0841 052-698-2100近藤　幹泰 近藤　幹泰 平12. 3.31歯   小歯 診療所
     は南148 名古屋市南区豊田１－２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1032120,149,7 加納歯科医院 〒457-0863 052-694-4455加納　誠 加納　誠 平12. 5. 1歯   小歯 診療所
     は南149 名古屋市南区豊２－９－２５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1033120,150,5 ゆたか歯科 〒457-0863 052-694-6480下郷　惠 下郷　惠 平12. 9. 1歯   診療所
     は南150 名古屋市南区豊２－１３－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1034120,151,3 ようこ歯科クリニック〒457-0847 052-691-7357川地　容子 川地　容子 平12.12. 1歯   小歯 診療所
     は南151 名古屋市南区道徳新町８－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1035120,152,1 たんぽぽ歯科 〒457-0845 052-692-8418粂　政江 粂　政江 平13. 2. 1小歯 歯   診療所
     は南152 名古屋市南区観音町３－８１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1036120,154,7 きららデンタルクリニ〒457-0007 052-821-8112亀谷　佳保里 亀谷　佳保里 平14.10. 1歯   診療所
     は南154 ック 名古屋市南区駈上１－１１－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1037120,156,2 さくら歯科クリニック〒457-0003 052-821-0418江﨑　昭彦 江﨑　昭彦 平16. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     は南156 名古屋市南区鶴田１－７－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1038120,158,8 よこやま歯科クリニッ〒457-0854 052-698-7366横山　康成 横山　康成 平18.11. 1歯   小歯 診療所
     は南158 ク 名古屋市南区七条町１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
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 1039120,160,4 中嶋歯科医院 〒457-0866 052-691-8346中嶋　靖行 中嶋　靖行 平19. 7. 1歯   小歯 診療所
     は南160 名古屋市南区三条１－５－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1040120,161,2 もとほしざき歯科 〒457-0055 052-811-8001医療法人社団光仁会　大河内　明 平20. 1. 1歯   診療所
     は南161 名古屋市南区星宮町１７２－５ 常　勤:    1理事長　大河内　明 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1041120,162,0 太田歯科医院 〒457-0013 052-822-7501太田　紀雄 太田　紀雄 平20. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は南162 名古屋市南区寺崎町１０－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1042120,163,8 スターデンタルクリニ〒457-0058 052-693-6700関口　友宣 関口　友宣 平22. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     は南163 ック 名古屋市南区前浜通７－２７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1043120,165,3 杉浦歯科医院 〒457-0043 052-811-0832杉浦　憲治 杉浦　憲治 平23. 6.28歯   診療所
     は南165 名古屋市南区戸部町１－５９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 6.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1044120,166,1 池　歯科医院 〒457-0067 052-612-0724池　昌男 池　昌男 平24. 1. 1歯   診療所
     は南166 名古屋市南区上浜町２１２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1045120,168,7 にしぼり歯科クリニッ〒457-0862 052-692-8148西堀　慎祐 西堀　慎祐 平24.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は南168 ク 名古屋市南区内田橋２－３１－１常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1046120,169,5 小島歯科医院 〒457-0814 052-611-1767小島　啓 小島　啓 平25. 4. 1歯   矯歯 診療所
     は南169 名古屋市南区柴田本通２－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1047120,171,1 はみんぐ歯科 〒457-0843 052-691-6480医療法人はみんぐ　理外山　明男 平25.10. 1歯   小歯 診療所
     は南171 名古屋市南区忠次１－１－１ 常　勤:    3事長　外山　明男 組織変更 現存
     (歯       3) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1048120,172,9 富岡歯科医院 〒457-0847 052-691-2604小野　仁資 小野　仁資 平26. 1. 1歯   診療所
     は南172 名古屋市南区道徳新町２－７６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
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 1049120,173,7 ながやファミリー歯科〒457-0022 052-823-2448長屋　弘 長屋　弘 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は南173 名古屋市南区明円町７－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1050120,174,5 クリーン歯科 〒457-0012 052-821-3310三輪　順一 三輪　順一 平26. 9. 1歯   診療所
     は南174 名古屋市南区菊住１－４－１３エ常　勤:    1 交代 現存
     レガンス笠原ビル２階 (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1051120,175,2 呼続はみんぐ歯科 〒457-0016 052-811-4182医療法人はみんぐ　理藤﨑　翔 平27. 5. 1歯   小歯 診療所
     は南175 名古屋市南区汐田町３－１５ 常　勤:    1事長　外山　明男 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1052120,177,8 なみき通り歯科 〒457-0841 052-693-8280医療法人マイアベニュ安藤　壮吾 平27. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は南177 名古屋市南区豊田１－３０－１医常　勤:    2ーなみき通り歯科　理 組織変更 現存
     療モールメディコート３階 (歯       2)事長　安藤　壮吾 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1053120,178,6 さくら本町歯科 〒457-0038 052-829-1277梶田　伸 梶田　伸 平28. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     は南178 名古屋市南区桜本町４８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1054120,179,4 千寿デンタルクリニッ〒457-0072 052-829-1167板倉　康夫 板倉　康夫 平28. 6. 1歯   診療所
     は南179 ク 名古屋市南区寺部通１－１２－１常　勤:    1 新規 現存
     東洋ビル１階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1055120,180,2 やくし歯科医院 〒457-0015 052-811-1340鬼頭　広章 鬼頭　広章 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は南180 名古屋市南区岩戸町１８－２３ 常　勤:    3 交代 歯外 現存
     (歯       3) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1056120,181,0 プルチーノ歯科・矯正〒457-0012 052-693-8241鶴田　祥平 鶴田　祥平 平29. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は南181 歯科 名古屋市南区菊住１－７－１０イ常　勤:    2 新規 歯外 現存
     オンモール新瑞橋 (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1057120,182,8 あさの歯科 〒457-0863 052-698-1482医療法人あさの歯科　浅野　正敬 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     は南182 名古屋市南区豊２－３４０９ 常　勤:    1理事長　浅野　正敬 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1058120,183,6 呼続歯科醫院 〒457-0011 052-746-5115大森　実 大森　実 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は南183 名古屋市南区呼続元町１０－３６常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1059130,024,0 三愛歯科医院 〒463-0011 052-794-1180小野　安夫 小野　安夫 平 2. 7.17歯   小歯 診療所
     は守山24 名古屋市守山区小幡１－１－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1060130,027,3 中村歯科 〒463-0068 052-793-4688中村　由記夫 中村　由記夫 平17.12. 5歯   小歯 矯歯診療所
     は守山27 名古屋市守山区瀬古１－１３２０常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1061130,034,9 社本歯科医院 〒463-0087 052-793-1182社本　貴久雄 社本　　貴久雄 昭62. 7.23歯   診療所
     は守山34 名古屋市守山区大永寺町２８３－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平29. 7.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1062130,036,4 水谷歯科医院 〒463-0006 052-794-8881水谷　雄樹 水谷　雄樹 昭54. 6. 1歯   小歯 診療所
     は守山36 名古屋市守山区川東山２０８ 常　勤:    2 休止
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1063130,037,2 堀田歯科 〒463-0073 052-794-8188堀田　康記 堀田　康記 昭54. 7. 1歯   矯歯 診療所
     は守山37 名古屋市守山区守牧町１３ 常　勤:    4 現存
     (歯       4) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1064130,038,0 中川歯科 〒463-0036 052-775-5033中川　均 中川　均 昭55. 8. 1歯   小歯 診療所
     は守山38 名古屋市守山区向台２－８０６ 非常勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065130,040,6 杉下歯科医院 〒463-0079 052-795-1255杉下　晴治 杉下　晴治 昭56. 5. 1歯   診療所
     は守山40 名古屋市守山区幸心中畑３８－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1066130,041,4 林歯科 〒463-0021 052-798-3353林　正弘 林　正弘 昭56. 7. 1歯   診療所
     は守山41 名古屋市守山区大森５－１１９　常　勤:    2 現存
     ウスイビル２階 (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1067130,042,2 守山デンタルクリニッ〒463-0003 052-736-0077竹内　正己 竹内　正己 平18.12. 7歯   小歯 矯歯診療所
     は守山42 ク 名古屋市守山区下志段味島の口１常　勤:    1 移動 歯外 現存
     ７９９ (歯       1) 平24.12. 7
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 1068130,048,9 山田歯科 〒463-0071 052-794-0200山田　知博 山田　知博 昭59. 4. 1歯   診療所
     は守山48 名古屋市守山区新守町１４　マル常　勤:    1 現存
     ケンビル２階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1069130,049,7 笹森歯科 〒463-0014 052-791-2572笹森　将稔 笹森　将稔 昭59.10. 1歯   診療所
     は守山49 名古屋市守山区城南町４－１ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1070130,052,1 顕微鏡歯科シバタ 〒463-0021 052-799-0567柴田　幸一郎 柴田　幸一郎 昭61. 3. 1歯   小歯 診療所
     は守山52 名古屋市守山区大森１－２９０９常　勤:    1 現存
     さつき苑１階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1071130,053,9 まえだ歯科 〒463-0082 052-791-1118前田　佳彦 前田　佳彦 昭61. 4. 1歯   小歯 診療所
     は守山53 名古屋市守山区村前町１４８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1072130,054,7 あかほり歯科医院 〒463-0017 052-792-1338赤堀　康 赤堀　康 平25. 7.16歯   小歯 診療所
     は守山54 名古屋市守山区喜多山２－２－４常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 7.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1073130,056,2 大島歯科医院 〒463-0032 052-772-5258大島　久徳 大島　久徳 昭61.11.27歯   診療所
     は守山56 名古屋市守山区白山２－２０４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1074130,057,0 安藤歯科医院 〒463-0095 052-791-0040安藤　孝典 安藤　孝典 昭62. 5. 1歯   小歯 診療所
     は守山57 名古屋市守山区高島町２６９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1075130,058,8 医療法人康生会いずは〒463-0011 052-793-8114医療法人康生会　理事出原　康男 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     は守山58 ら歯科医院 名古屋市守山区小幡４－１４－３常　勤:    1長　出原　康男 移動 現存
     ９ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1076130,061,2 おおもり歯科 〒463-0027 052-798-4830小林　克久 小林　克久 昭63. 5. 1歯   小歯 診療所
     は守山61 名古屋市守山区弁天が丘１０１　常　勤:    1 現存
     アネックス大森１階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1077130,063,8 長谷川歯科医院 〒463-0056 052-792-8333長谷川　孝 長谷川　孝 昭63.12. 1歯   小歯 診療所
     は守山63 名古屋市守山区新城１０－７三光常　勤:    1 現存
     ビル２階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1078130,064,6 あんどう歯科医院 〒463-0037 052-777-1418安藤　利博 安藤　利博 平元. 2. 1歯   小歯 診療所
     は守山64 名古屋市守山区天子田３－１０６常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1079130,065,3 近藤歯科 〒463-0051 052-792-8811近藤　隆 近藤　隆 平元. 8. 1歯   小歯 診療所
     は守山65 名古屋市守山区小幡太田１６－２常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1080130,066,1 長塚歯科 〒463-0003 052-736-3881長塚　明 長塚　明 平18. 2. 2歯   小歯 診療所
     は守山66 名古屋市守山区下志段味上野山１常　勤:    2 移動 現存
     ０６６ (歯       2) 平30. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1081130,067,9 近藤歯科クリニック 〒463-0032 052-777-5600近藤　雅浩 近藤　雅浩 平 2. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は守山67 名古屋市守山区白山２－１４０５常　勤:    2 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1082130,069,5 あさひ歯科 〒463-0036 052-776-5959中村　剛久 中村　剛久 平 2. 6. 1歯   小歯 診療所
     は守山69 名古屋市守山区向台１－３０８－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1083130,076,0 丹羽歯科 〒463-0074 052-795-4182丹羽　寛 丹羽　寛 平 6.10. 1歯   小歯 診療所
     は守山76 名古屋市守山区町北１７ー１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1084130,077,8 山田歯科クリニック 〒463-0013 052-794-1172山田　博之 山田　博之 平 7. 5. 1歯   小歯 診療所
     は守山77 名古屋市守山区小幡中２－１５－常　勤:    1 新規 現存
     １６ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1085130,078,6 米山デンタルオフィス〒463-0056 052-792-1030米山　昌富 米山　昌富 平 7. 7. 1歯   小歯 診療所
     は守山78 名古屋市守山区新城２５－１８カ常　勤:    1 新規 現存
     ーデンビル城下２階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1086130,079,4 木野歯科医院 〒463-0063 052-792-3630梅村　靖子 梅村　靖子 平 7. 9. 1歯   診療所
     は守山79 名古屋市守山区八反７－２５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1087130,080,2 なかね歯科 〒463-0096 052-796-3080中根　章伸 中根　章伸 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     は守山80 名古屋市守山区森宮町５２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1088130,081,0 吉根ファミリー歯科 〒463-0004 052-736-3631鈴木　浩 鈴木　浩 平10. 2. 1歯   診療所
     は守山81 名古屋市守山区吉根２－５１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
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 1089130,084,4 前川歯科 〒463-0812 052-736-6363前川　佳徳 前川　佳徳 平11. 6. 1歯   小歯 診療所
     は守山84 名古屋市守山区笹ヶ根１－１６０常　勤:    2 新規 現存
     ９ (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1090130,085,1 せこ歯科クリニック 〒463-0090 052-796-1400後藤　康之 後藤　康之 平11. 7. 1歯   矯歯 歯外診療所
     は守山85 名古屋市守山区瀬古東２－１１０常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1091130,086,9 鈴木歯科医院 〒463-0067 052-791-2875医療法人鈴木歯科医院鈴木　俊夫 平11.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は守山86 名古屋市守山区守山３－３－１５常　勤:    1　理事長　鈴木　俊夫 組織変更 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1092130,087,7 山田歯科医院 〒463-0811 052-739-1182山田　裕美 山田　裕美 平13. 2. 1歯   小歯 診療所
     は守山87 名古屋市守山区深沢１－１８０１常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1093130,088,5 滝デンタルクリニック〒463-0808 052-739-1181滝　永一 滝　永一 平13. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は守山88 名古屋市守山区花咲台１－８０２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1094130,089,3 とみた歯科クリニック〒463-0021 052-799-0120富田　佳好 富田　佳好 平29. 8.23歯   小歯 矯歯診療所
     は守山89 名古屋市守山区大森１－２４１２常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29. 8.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1095130,092,7 ホワイト歯科 〒463-0097 052-794-6480山田　哲明 山田　哲明 平14.11. 1歯   小歯 診療所
     は守山92 名古屋市守山区川村町１４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1096130,093,5 鈴木歯科医院 〒463-0003 052-736-4088医療法人明雅会　理事鈴木　明 平15. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は守山93 名古屋市守山区下志段味長根１５常　勤:    2長　鈴木　明 組織変更 歯外 現存
     １５－３ (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1097130,094,3 ミント歯科クリニック〒463-0011 052-795-1888植木　範子 植木　範子 平16. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は守山94 名古屋市守山区小幡５－１４－４常　勤:    2 新規 現存
     ０ (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1098130,095,0 小野デンタルクリニッ〒463-0013 052-797-7222小野　貴史 小野　貴史 平16.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は守山95 ク 名古屋市守山区小幡中１－２２－常　勤:    1 新規 現存
     １６ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1099130,096,8 こうべ歯科医院 〒463-0083 052-758-6788梅田　幸宏 梅田　幸宏 平17.11. 1歯   小歯 診療所
     は守山96 名古屋市守山区村合町２０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1100130,098,4 ハートデンタルクリニ〒463-0079 052-793-1818医療法人弘和会　理事石原　祐子 平18. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     は守山98 ック 名古屋市守山区幸心２－１３１７常　勤:    2長　山田　弘和 新規 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1101130,099,2 安江歯科医院 〒463-0048 052-792-0123安江　一紀 安江　一紀 平19. 1. 5歯   小歯 歯外診療所
     は守山99 名古屋市守山区小幡南１－２４－常　勤:    2 交代 現存
     １０アクロス小幡２階 (歯       2) 平25. 1. 5
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1102130,100,8 医療法人徳山会守山中〒463-0071 052-793-6377医療法人徳山会　理事山本　竜一郎 平19. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は守山100 央歯科医院 名古屋市守山区新守町２６０ 常　勤:    4長　山本　竜一郎 組織変更 現存
     (歯       4) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1103130,101,6 小林歯科医院 〒463-0022 052-798-1231小林　健宏 小林　健宏 平20. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は守山101 名古屋市守山区八剣２－３００４常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1104130,104,0 ふるた歯科クリニック〒463-0021 052-798-3311古田　淳 古田　淳 平21. 4. 1歯   小歯 診療所
     は守山104 名古屋市守山区大森３－６１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1105130,105,7 アルト歯科・口腔外科〒463-0017 052-791-0821医療法人白百合会　理長岡　俊哉 平22. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     は守山105 名古屋市守山区喜多山１－２－５常　勤:    2事長　長岡　俊哉 組織変更 矯歯 現存
     長岡ビル１階 (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1106130,107,3 新守山駅前歯科 〒463-0071 052-793-1010森山　正 森山　正 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は守山107 名古屋市守山区新守町７４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1107130,108,1 小島歯科 〒463-0079 052-794-1184医療法人広充会　理事小島　弘充 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     は守山108 名古屋市守山区幸心１－７１７ 常　勤:    1長　小島　弘充 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1108130,111,5 吉本歯科 〒463-0048 052-792-8241医療法人Ｙ＆Ｍ　理事吉本　裕彦 平25. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は守山111 名古屋市守山区小幡南３－１－５常　勤:    3長　吉本　裕彦 組織変更 現存
     ０ (歯       3) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1109130,112,3 おくむら歯科医院 〒463-0015 052-726-5356奥村　健 奥村　健 平25. 8. 1歯   小歯 診療所
     は守山112 名古屋市守山区西島町１４－１８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1110130,113,1 白沢歯科クリニック 〒463-0092 052-799-8217佐藤　広之進 佐藤　広之進 平25. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は守山113 名古屋市守山区白沢町１２０ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1111130,114,9 かねしげ歯科 〒463-0003 052-736-6777小澤　謙盛 小澤　謙盛 平25.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は守山114 名古屋市守山区下志段味濁池１６常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ８２－１ (歯       2) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1112130,115,6 吉田歯科医院 〒463-0013 052-791-3546医療法人吉田歯科医院吉田　幸弘 平25.11. 1歯   矯歯 診療所
     は守山115 名古屋市守山区小幡中２－２２－常　勤:    4　理事長　吉田　幸弘 組織変更 現存
     ７ (歯       4) 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1113130,116,4 緑ヶ丘歯科 〒463-0009 052-794-6482毛利　大介 毛利　大介 平25.12. 1歯   小歯 診療所
     は守山116 名古屋市守山区緑ケ丘８０１秀央常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1114130,118,0 グリーンヒルズ歯科ク〒463-0033 052-778-8500医療法人グリーンヒル蛭川　登夫 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は守山118 リニック 名古屋市守山区森孝東２－２０４常　勤:    1ズ歯科クリニック　理 新規 現存
     －７ (歯       1)事長　蛭川　登夫 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 1115130,119,8 ＬＵＡＮＡ　ＤＥＮＴ〒463-0087 052-791-4618林　哲平 林　哲平 平26. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は守山119 ＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ 名古屋市守山区大永寺町２６４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1116130,120,6 ききょう歯科クリニッ〒463-0814 052-799-8682林　保利 林　保利 平26.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     は守山120 ク 名古屋市守山区桔梗平１－２４０常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1117130,122,2 中矢歯科 〒463-0003 052-739-0800中矢　学 中矢　学 平28. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は守山122 名古屋市守山区下志段味熊田４１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1118130,123,0 しだみ歯科 〒463-0001 052-715-3333石井　一成 石井　一成 平29. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     は守山123 名古屋市守山区上志段味山ノ田１常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ０２９－４ (歯       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1119130,124,8 医療法人加藤医院泉が〒463-0804 052-715-4466医療法人加藤医院　理石川　拓 平29. 5. 1歯   小歯 他  診療所
     は守山124 丘歯科 名古屋市守山区泉が丘８０３ 常　勤:    2事長　加藤　健也 新規 他は小児矯正歯現存
     (歯       2) 平29. 5. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1120130,125,5 もりやまファミリー歯〒463-0057 052-778-8148石橋　由臣 石橋　由臣 平29. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は守山125 科 名古屋市守山区中新２－６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1121130,126,3 森田歯科医院 〒463-0048 052-793-7575外川　結花 外川　結花 平29. 9. 1歯   診療所
     は守山126 名古屋市守山区小幡南１－２３－常　勤:    1 交代 現存
     １－１０１ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1122130,127,1 そよかぜ歯科クリニッ〒463-0002 052-739-7654医療法人志飛会　理事横井　慎二 平29.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は守山127 ク 名古屋市守山区中志段味下寺林６常　勤:    2長　横井　慎二 組織変更 歯外 現存
     －３ (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1123140,027,1 内田歯科医院 〒458-0846 052-892-6560内田　忠雄 内田　忠雄 昭49. 2. 1歯   診療所
     は緑27 名古屋市緑区鳴海町薬師山７５－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1124140,030,5 黒澤歯科 〒458-0011 052-876-3480黒澤　守 黒澤　守 昭50. 6. 1歯   診療所
     は緑30 名古屋市緑区相川３－１１７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
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 1125140,032,1 出原歯科 〒458-0827 052-624-2155出原　壽勝 出原　壽勝 昭51. 2. 1歯   診療所
     は緑32 名古屋市緑区鳴海町細根９１－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1126140,038,8 山田歯科医院 〒458-0001 052-876-6480山田　實 山田　實 平24. 1. 1歯   矯歯 診療所
     は緑38 名古屋市緑区梅里２－３５－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1127140,039,6 水野歯科 〒458-0801 052-624-5670水野　勝文 水野　勝文 昭52.11. 1歯   診療所
     は緑39 名古屋市緑区鳴海町矢切７７－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1128140,048,7 戸谷歯科医院 〒458-0016 052-896-2334戸谷　祐久 戸谷　祐久 昭56. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は緑48 名古屋市緑区上旭２－６０１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1129140,051,1 成田歯科医院 〒458-0036 052-622-5285成田　鎮貴 成田　鎮貴 昭56. 6. 1歯   診療所
     は緑51 名古屋市緑区六田１－３２７ユニ常　勤:    1 現存
     ーブル第２六田１階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1130140,054,5 棚橋歯科 〒458-0815 052-876-1150棚橋　正直 棚橋　正直 昭56.10.29歯   診療所
     は緑54 名古屋市緑区徳重５－９０５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1131140,055,2 はちや歯科 〒458-0903 052-623-6776蜂矢　喜一郎 蜂矢　喜一郎 昭57. 4. 1歯   診療所
     は緑55 名古屋市緑区有松愛宕　３１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1132140,056,0 横井歯科医院 〒458-0917 052-622-4400横井　隆幸 横井　隆幸 昭57. 5. 1歯   診療所
     は緑56 名古屋市緑区武路町１１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1133140,058,6 ユタカ歯科 〒459-8001 052-621-5588山口　豊 山口　豊 昭57. 5. 1歯   診療所
     は緑58 名古屋市緑区大高町高見２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1134140,061,0 鬼頭歯科医院 〒458-0002 052-876-9276鬼頭　秀明 鬼頭　秀明 昭59.10. 1歯   小歯 診療所
     は緑61 名古屋市緑区桃山１－１４９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1135140,063,6 児玉歯科 〒458-0033 052-621-9800児玉　大輔 児玉　大輔 昭60. 3. 1歯   診療所
     は緑63 名古屋市緑区相原郷２－１６０５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
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 1136140,067,7 竹内歯科医院 〒458-0003 052-877-1389竹内　賢 竹内　賢 昭60.11. 1歯   小歯 診療所
     は緑67 名古屋市緑区黒沢台４－９０６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1137140,068,5 シン歯科クリニック 〒458-0003 052-876-8191吉岡　信 吉岡　信 平 5. 3.25歯   矯歯 小歯診療所
     は緑68 名古屋市緑区黒沢台５－１３２７常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 3.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1138140,069,3 こんどう歯科医院 〒458-0024 052-623-8117近藤　求 近藤　求 昭61. 2. 1歯   小歯 診療所
     は緑69 名古屋市緑区尾崎山１－７０２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1139140,070,1 さいとう歯科 〒458-0835 052-621-8282斉藤　真 斉藤　真 昭61. 8. 1歯   小歯 診療所
     は緑70 名古屋市緑区鳴海町上汐田２２５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1140140,071,9 西尾歯科医院 〒458-0847 052-891-6878西尾　正樹 西尾　正樹 昭62.12. 1歯   診療所
     は緑71 名古屋市緑区浦里１－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1141140,073,5 宮下歯科 〒458-0014 052-877-0118宮下　稔康 宮下　稔康 平10. 1.22歯   小歯 診療所
     は緑73 名古屋市緑区神沢２－１７１７－常　勤:    1 移動 現存
     ２ (歯       1) 平28. 1.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1142140,076,8 瀧ノ水歯科 〒458-0021 052-896-8100佐橋　永吉 佐橋　永吉 平元. 2. 1歯   小歯 診療所
     は緑76 名古屋市緑区滝ノ水１－２６１７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1143140,078,4 太子歯科医院 〒458-0823 052-623-1184小森　敦夫 小森　敦夫 平 2. 6. 1歯   小歯 診療所
     は緑78 名古屋市緑区太子２－１９０ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1144140,079,2 藤原歯科 〒458-0021 052-892-8331藤原　浩 藤原　浩 平10.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は緑79 名古屋市緑区滝ノ水１－１０１０常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1145140,080,0 山口ファミリア歯科 〒458-0839 052-623-8855山口　公也 山口　公也 平 2. 9. 1歯   小歯 診療所
     は緑80 名古屋市緑区四本木５４０サンパ常　勤:    1 現存
     ーク手越１階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1146140,082,6 梶野歯科医院 〒458-0913 052-622-5800梶野　一夫 梶野　一夫 平 3. 3. 1歯   小歯 診療所
     は緑82 名古屋市緑区桶狭間北２－１１１常　勤:    1 現存
     ７ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1147140,084,2 相生デンタルクリニッ〒458-0011 052-877-6800竹内　作 竹内　作 平 3. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑84 ク 名古屋市緑区相川３－３３　ハイ常　勤:    1 現存
     ネス相川１０１ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1148140,087,5 篠田デンタルクリニッ〒458-0043 052-895-1555篠田　鉄郎 篠田　鉄郎 平 4. 5. 1歯   診療所
     は緑87 ク 名古屋市緑区万場山１－１１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1149140,088,3 とくしげ歯科 〒458-0814 052-877-6608近藤　浩徳 近藤　浩徳 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     は緑88 名古屋市緑区鶴が沢１－１０６横常　勤:    1 現存
     井ビル１階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1150140,089,1 ツゲ歯科医院 〒458-0004 052-877-9133柘植　優三 柘植　優三 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     は緑89 名古屋市緑区乗鞍１－９０９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1151140,091,7 はやし歯科 〒458-0006 052-877-8241林　和宏 林　和宏 平 4. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑91 名古屋市緑区細口２－６０７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1152140,092,5 山中歯科医院 〒458-0901 052-621-1018山中　宣男 山中　宣男 平 4.11. 8歯   診療所
     は緑92 名古屋市緑区有松３３０７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1153140,093,3 医療法人　杉乃子会す〒458-0924 052-621-2890医療法人杉乃子会　理杉戸　真貴子 平12. 5.19歯   小歯 矯歯診療所
     は緑93 ぎと．歯科医院 名古屋市緑区有松２４１１ 常　勤:    2事長　杉戸　一博 移動 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 5.19
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1154140,095,8 伝治山歯科医院 〒458-0845 052-891-1182長屋　良隆 長屋　良隆 平22. 1.16歯   小歯 矯歯診療所
     は緑95 名古屋市緑区鳴海町赤塚１０２－常　勤:    7 移動 現存
     ２ (歯       7) 平28. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1155140,097,4 医療法人さとう歯科 〒458-0002 052-876-8148医療法人さとう歯科　佐藤　賀則 平 6. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     は緑97 名古屋市緑区桃山３－１１０４ 常　勤:    1理事長　佐藤　賀則 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1156140,098,2 藤井歯科 〒458-0007 052-878-0707藤井　義久 藤井　義久 平 6. 5. 1歯   小歯 診療所
     は緑98 名古屋市緑区篭山２ー１２２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1157140,101,4 大竹デンタルクリニッ〒458-0801 052-625-0118大竹　浩信 大竹　浩信 平 6. 7. 1歯   小歯 診療所
     は緑101 ク 名古屋市緑区鳴海町相原町１１ー常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1158140,102,2 山本歯科医院 〒459-8001 052-622-8148山本　冬彦 山本　冬彦 平 7. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑102 名古屋市緑区大高町鶴田１０４山常　勤:    1 新規 歯外 現存
     口記念ビル３階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1159140,105,5 ばんの歯科医院 〒458-0044 052-891-6490阪野　俊一 阪野　俊一 平 7. 8. 1歯   小歯 診療所
     は緑105 名古屋市緑区池上台１－２０５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1160140,106,3 みずたに歯科 〒458-0925 052-623-4180水谷　壽成 水谷　壽成 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     は緑106 名古屋市緑区桶狭間西１１２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1161140,107,1 まつやま歯科医院 〒458-0801 052-625-6480松山　雅和 松山　雅和 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     は緑107 名古屋市緑区鳴海町若田２－１０常　勤:    1 新規 現存
     １６ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1162140,108,9 鎌倉台歯科クリニック〒458-0829 052-624-4181山下　孝司 山下　孝司 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     は緑108 名古屋市緑区鎌倉台２－１１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1163140,109,7 ひまわり歯科医院 〒458-0013 052-878-5432鈴木　滋 鈴木　滋 平 9. 6. 1歯   診療所
     は緑109 名古屋市緑区ほら貝２－１０９サ常　勤:    1 新規 現存
     ンライズ大国屋館ほら貝１０２ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1164140,114,7 神谷歯科医院 〒459-8006 052-625-9911神谷　元久 神谷　元久 平10. 7. 1歯   診療所
     は緑114 名古屋市緑区倉坂１５１９第１Ｋ常　勤:    1 新規 現存
     Ｓビル１階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1165140,115,4 安藤歯科クリニック 〒458-0014 052-879-1595安藤　久成 安藤　久成 平10.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑115 名古屋市緑区神沢１－３０８－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1166140,116,2 いしだ歯科医院 〒458-0804 052-879-1600石田　宏幸 石田　宏幸 平10.11. 1歯   小歯 診療所
     は緑116 名古屋市緑区亀が洞３－１４０３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1167140,117,0 葉山歯科 〒458-0801 052-623-0451医療法人葉山会　理事小松　晋一 平22. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑117 名古屋市緑区鳴海町本町５８ 常　勤:    3長　菅　政英 移動 現存
     (歯       3) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1168140,119,6 本多ファミリー歯科 〒458-0033 052-625-3007本多　豊彦 本多　豊彦 平11. 2. 1歯   診療所
     は緑119 名古屋市緑区相原郷２－８１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1169140,120,4 神の倉歯科 〒458-0813 052-878-9219新美　啓子 新美　啓子 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     は緑120 名古屋市緑区藤塚１－６０８－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1170140,121,2 うばこやま歯科 〒458-0830 052-629-5100坂田　広和 坂田　広和 平11.12. 1歯   小歯 診療所
     は緑121 名古屋市緑区姥子山２－１６０８常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1171140,123,8 医療法人大里会　うら〒458-0847 052-895-8282医療法人大里会　理事山田　利治 平26. 7. 2歯   小歯 矯歯診療所
     は緑123 さと歯科 名古屋市緑区浦里４－２４７ 常　勤:    1長　小川　雅範 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 7. 2
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1172140,126,1 カワグチ歯科クリニッ〒458-0815 052-879-5445川口　高史 川口　高史 平13. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は緑126 ク 名古屋市緑区徳重１－２１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1173140,127,9 のりくら歯科 〒458-0004 052-877-0223石塚　団 石塚　団 平21. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑127 名古屋市緑区乗鞍１－４０５－２常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1174140,132,9 むねやす歯科医院 〒458-0041 052-892-8484陳　宗裕 陳　宗裕 平14. 7. 1歯   矯歯 診療所
     は緑132 名古屋市緑区鳴子町５－９１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1175140,133,7 おおもり矯正歯科クリ〒458-0910 052-629-3399大森　一幸 大森　一幸 平14. 9. 1矯歯 診療所
     は緑133 ニック 名古屋市緑区桶狭間森前２０２グ常　勤:    1 新規 現存
     リーンパレス清水山１階 (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1176140,134,5 いわお歯科クリニック〒458-0910 052-629-2345岩尾　浩明 岩尾　浩明 平14. 9. 1歯   小歯 診療所
     は緑134 名古屋市緑区桶狭間森前２００９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1177140,135,2 医療法人杉乃子会清水〒459-8009 052-623-6480医療法人杉乃子会　理杉戸　一博 平14.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は緑135 山歯科医院 名古屋市緑区清水山１－１４０１常　勤:    1事長　杉戸　一博 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1178140,136,0 みずほ歯科クリニック〒458-0808 052-879-2660奥村　竜也 奥村　竜也 平15. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑136 名古屋市緑区東神の倉３－２２１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1179140,137,8 なかよし歯科 〒458-0815 052-877-1183仲　洋一郎 仲　洋一郎 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     は緑137 名古屋市緑区徳重５－６１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1180140,138,6 医療法人和晃会　ふく〒458-0801 052-623-8888医療法人和晃会　理事福島　和夫 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     は緑138 しま歯科医院 名古屋市緑区鳴海町城２３ 常　勤:    2長　福島　和夫 組織変更 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1181140,139,4 いわた歯科 〒458-0806 052-879-6480岩田　隆広 岩田　隆広 平15. 8. 1歯   小歯 診療所
     は緑139 名古屋市緑区大清水西２０３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1182140,140,2 杉山歯科 〒458-0830 052-624-4182杉山　允彦 杉山　允彦 平16. 3. 1歯   歯外 診療所
     は緑140 名古屋市緑区姥子山３－９１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1183140,141,0 まつうら歯科 〒458-0812 052-879-2822松浦　周 松浦　周 平16. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は緑141 名古屋市緑区神の倉２－２７５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1184140,142,8 あおい歯科・こども歯〒458-0848 052-879-6487筒井　研一 筒井　研一 平17. 7. 1歯   矯歯 歯外診療所
     は緑142 科 名古屋市緑区水広１－１０２９シ常　勤:    1 新規 小歯 現存
     ャンドフルール１階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1185140,144,4 アクア歯科 〒458-0031 052-899-6480小西　秀長 小西　秀長 平17.11. 1歯   小歯 診療所
     は緑144 名古屋市緑区旭出２－１７０３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1186140,145,1 スマイル歯科クリニッ〒458-0025 052-629-0077盛崎　大輔 盛崎　大輔 平24.11. 1歯   小歯 診療所
     は緑145 ク 名古屋市緑区鳥澄３－１００６－常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187140,146,9 おおやま歯科医院 〒458-0021 052-891-4182大山　吉徳 大山　吉徳 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     は緑146 名古屋市緑区滝ノ水５－３１４－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1188140,147,7 ラーナ平岩デンタルク〒458-0831 052-622-8044平岩　孝英 平岩　孝英 平18. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑147 リニック 名古屋市緑区鳴海町向田９５リベ常　勤:    1 新規 現存
     スタ鳴海２１３ (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1189140,148,5 じんの歯科クリニック〒458-0804 052-879-1818医療法人美正会　理事神野　正人 平19. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑148 名古屋市緑区亀が洞１－４１０ 常　勤:    5長　神野　正人 組織変更 現存
     (歯       5) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1190140,150,1 滝山デンタルクリニッ〒458-0801 052-622-6721滝山　英昭 滝山　英昭 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     は緑150 ク 名古屋市緑区鳴海町中汐田２１５常　勤:    2 新規 現存
     －２ (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1191140,151,9 さくら歯科医院 〒458-0815 052-877-5757石川　正博 石川　正博 平19.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑151 名古屋市緑区徳重３－１１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1192140,152,7 医療法人社団みずほ会〒459-8016 052-626-2843医療法人社団みずほ会柴田　玲生 平20. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑152 　アール歯科クリニッ名古屋市緑区南大高２－４５０ 常　勤:    1　理事長　清水　徹 新規 歯外 現存
     ク (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:   19
     (歯      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1193140,155,0 丘の上歯科醫院 〒458-0925 052-627-0921内藤　洋平 内藤　洋平 平21. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑155 名古屋市緑区桶狭間１９１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1194140,156,8 ユウ矯正歯科・小児歯〒458-0013 052-876-4811青山　祐紀 青山　祐紀 平21. 5. 1矯歯 小歯 診療所
     は緑156 科 名古屋市緑区ほら貝２－４１１－常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1195140,157,6 山岸歯科医院 〒458-0813 052-848-6874山岸　郁也 山岸　郁也 平21. 7. 1歯   小歯 診療所
     は緑157 名古屋市緑区藤塚２－１２１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1196140,159,2 いとう歯科クリニック〒458-0015 052-895-1119伊藤　慎悟 伊藤　慎悟 平21.12. 1歯   小歯 診療所
     は緑159 名古屋市緑区篠の風１－９１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1197140,162,6 たけうち歯科クリニッ〒458-0805 052-848-9929竹内　伸一 竹内　伸一 平22. 4. 1歯外 歯   小歯診療所
     は緑162 ク 名古屋市緑区大清水３－７２５ 常　勤:    1 新規 矯歯 休止
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1198140,163,4 いわみ歯科クリニック〒458-0015 052-875-0418岩味　潤 岩味　潤 平22. 5. 1歯   小歯 診療所
     は緑163 名古屋市緑区篠の風２－４２１－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1199140,164,2 徳重ガーデン歯科 〒458-0852 052-838-5505上田　直矢 上田　直矢 平22.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑164 名古屋市緑区元徳重１－５０５ 常　勤:    4 新規 歯外 現存
     (歯       4) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1200140,165,9 左京山歯科クリニック〒458-0825 052-623-3300宮崎　裕基 宮崎　裕基 平22.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は緑165 名古屋市緑区左京山４４９ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1201140,166,7 はみんぐケア歯科クリ〒459-8016 052-693-7061丹羽　佑介 丹羽　佑介 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は緑166 ニック 名古屋市緑区南大高１－３１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1202140,168,3 くろさわ矯正歯科 〒458-0852 052-876-4182黒澤　昌弘 黒澤　昌弘 平23. 7. 1矯歯 他   診療所
     は緑168 名古屋市緑区元徳重１－１７１０常　勤:    1 新規 現存
     ＣＥＮＴＲＡＬ　ＶＥＲＧＥ１階(歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1203140,169,1 Ｋ　ｄｅｎｔａｌ　ｃ〒458-0801 052-838-8704桒原　栄樹 桒原　栄樹 平24. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     は緑169 ｌｉｎｉｃ 名古屋市緑区鳴海町杜若７－２シ常　勤:    1 新規 現存
     ャルマンシェソワ１階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1204140,170,9 荒木歯科 〒458-0833 052-623-0033医療法人青翔会　理事荒木　進 平24. 7. 1歯   矯歯 歯外診療所
     は緑170 名古屋市緑区青山２－１９６ 常　勤:    2長　荒木　進 組織変更 小歯 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
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 1205140,171,7 土井歯科医院 〒458-0812 052-876-0132土井　健太郎 土井　健太郎 平24. 8. 1歯   小歯 診療所
     は緑171 名古屋市緑区神の倉４－１４７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1206140,173,3 バンブーデンタルクリ〒458-0016 052-838-6693竹市　光敏 竹市　光敏 平24.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑173 ニック 名古屋市緑区上旭１－６１２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1207140,174,1 熊の前歯科 〒458-0811 052-876-7112山秋　洋人 山秋　洋人 平25. 4. 1歯   小歯 診療所
     は緑174 名古屋市緑区熊の前１－８０３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1208140,175,8 まんまる歯科 〒458-0831 052-622-5030水野　真木 水野　真木 平25. 4. 1歯   診療所
     は緑175 名古屋市緑区鳴海町向田２４２－常　勤:    1 新規 現存
     １　１階 (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1209140,176,6 みなみ大高歯科・矯正〒459-8016 052-883-8918山田　緒里絵 山田　緒里絵 平25. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑176 歯科クリニック 名古屋市緑区南大高１－２１１８常　勤:    1 新規 現存
     大高ＹＳビル２階 (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1210140,180,8 つゆくさ歯科医院 〒458-0902 052-693-8382医療法人つゆくさ歯科小塚　義夫 平26. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     は緑180 名古屋市緑区有松町有松三丁山３常　勤:    5医院　理事長　小塚　 組織変更 現存
     ３１－１ (歯       5)義夫 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1211140,181,6 池上台歯科 〒458-0045 052-892-0418永井　大督 永井　大督 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑181 名古屋市緑区鹿山１－６１ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1212140,184,0 桜ファミリー歯科 〒459-8001 052-622-8690医療法人大央会　理事栗山　俊久 平26. 7. 1歯   小歯 診療所
     は緑184 名古屋市緑区大高町下塩田３７ 常　勤:    2長　栗山　俊久 組織変更 現存
     (歯       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1213140,185,7 あくね歯科クリニック〒458-0820 052-623-0333阿久根　竜大 阿久根　竜大 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は緑185 名古屋市緑区境松２－３５３ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1214140,186,5 つるがさわ歯科 〒458-0814 052-838-8249田中　秀和 田中　秀和 平26.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑186 名古屋市緑区鶴が沢２－１５０３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1215140,187,3 うえのだ歯科 〒458-0044 052-892-8200医療法人英雄会　理事上野田　英行 平26.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は緑187 名古屋市緑区池上台１－１７２ 常　勤:    1長　上野田　英行 組織変更 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1216140,188,1 かじかわ歯科クリニッ〒458-0847 052-896-6480梶川　幸久 梶川　幸久 平26.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑188 ク 名古屋市緑区浦里３－３３３ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1217140,189,9 スペラデンタルクリニ〒458-0922 052-829-1010医療法人松清会　理事野々村　大雅 平26.11. 1歯   小歯 診療所
     は緑189 ック 名古屋市緑区桶狭間切戸１０３ 常　勤:    2長　松本　清 新規 現存
     (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1218140,191,5 スリーズ歯科 〒458-0801 052-602-8001増子　律子 増子　律子 平27. 4. 1歯   小歯 診療所
     は緑191 名古屋市緑区鳴海町三皿２０－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1219140,192,3 南生協よってって横丁〒459-8016 052-626-1720南医療生活協同組合　松本　啓介 平27. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑192 　生協えきまえ歯科 名古屋市緑区南大高２－７０１ 常　勤:    2代表理事　成瀬　幸雄 新規 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1220140,194,9 大高歯科クリニック 〒459-8002 052-622-0960小池　達也 小池　達也 平27. 6. 1歯   小歯 診療所
     は緑194 名古屋市緑区森の里１－９２カツ常　勤:    1 交代 現存
     ミヤビル (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1221140,195,6 やまもとデンタルクリ〒458-0848 052-842-8783山本　雅人 山本　雅人 平27. 9. 1歯   小歯 診療所
     は緑195 ニック 名古屋市緑区水広３－５１６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1222140,196,4 オレンジ歯科クリニッ〒458-0043 052-893-6693医療法人神野会　理事神野　大介 平27.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑196 ク 名古屋市緑区万場山２－３０２ 常　勤:    2長　神野　大介 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 1223140,197,2 有松わたや歯科クリニ〒458-0827 052-621-1355綿谷　武彦 綿谷　武彦 平27.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     は緑197 ック 名古屋市緑区鳴海町細根８４－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1224140,200,4 片野歯科医院 〒458-0044 052-892-1280片野　昇平 片野　昇平 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は緑200 名古屋市緑区池上台１－１６２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1225140,201,2 サンこどもデンタルク〒458-0801 052-618-5122医療法人ＳＵＮ　理事三枝　信史 平28. 1. 4歯   小歯 矯歯診療所
     は緑201 リニック 名古屋市緑区鳴海町山下７８－１常　勤:    1長　三枝　信史 組織変更 現存
     コナミスポーツクラブ鳴海山下１(歯       1) 平28. 1. 4
     階 非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1226140,202,0 ありまつ歯科 〒458-0824 052-621-4182医療法人ぷらすわん　片岡　海 平28. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑202 名古屋市緑区鳴海町有松裏２００常　勤:    2理事長　片岡　海 組織変更 現存
     イオンタウン有松２階 (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1227140,203,8 陽だまりの歯科 〒458-0848 052-878-6877金原　陽二郎 金原　陽二郎 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は緑203 名古屋市緑区水広２－１０１６ブ常　勤:    1 新規 現存
     ラウベルグ１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1228140,204,6 医療法人　普賢会　お〒458-0926 052-623-6611医療法人普賢会　理事小島　元康 平29. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は緑204 けはざま歯科クリニッ名古屋市緑区桶狭間上の山７１３常　勤:    2長　小島　元康 組織変更 現存
     ク (歯       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1229140,205,3 なるぱーく　さとうフ〒458-0847 052-892-6480佐藤　真一郎 佐藤　真一郎 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は緑205 ァミリー歯科 名古屋市緑区浦里３－２３２なる常　勤:    1 新規 現存
     ぱーく２階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1230140,206,1 ななつ星デンタルクリ〒458-0801 052-875-3383医療法人ハピネス　理近藤　英仁 平29. 4. 3歯外 歯   矯歯診療所
     は緑206 ニック 名古屋市緑区鳴海町山下７８－１常　勤:    2事長　近藤　英仁 組織変更 現存
     コナミスポーツクラブ鳴海山下１(歯       2) 平29. 4. 3
     階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1231140,207,9 スエナガ歯科医院 〒458-0021 052-895-4118医療法人スエナガメデ末永　祐敬 平29. 7. 1歯   小歯 診療所
     は緑207 名古屋市緑区滝ノ水５－２１０４常　勤:    1ィカル　理事長　末永 組織変更 現存
     ー１ (歯       1)　祐敬 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1232140,208,7 こじま歯科医院 〒458-0047 052-896-4618医療法人健正会　理事小島　正治 平29. 8. 1歯   小歯 診療所
     は緑208 名古屋市緑区古鳴海２－５６ 常　勤:    1長　小島　正治 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1233140,209,5 こじまデンタルクリニ〒458-0037 052-899-3050小島　好博 小島　好博 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は緑209 ック 名古屋市緑区潮見が丘２－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1234150,005,4 須賀歯科医院 〒465-0081 052-701-4345須賀　康夫 須賀　康夫 昭41. 6. 1歯   診療所
     は名東5 名古屋市名東区高間町１５３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1235150,013,8 高柳歯科医院 〒465-0026 052-771-1191高柳　一三 高柳　一三 昭47. 7. 1歯   診療所
     は名東13 名古屋市名東区藤森２－６２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1236150,016,1 猪子石歯科医院 〒465-0011 052-772-2227渡辺　祐治 渡辺　祐治 昭59. 5.14歯   診療所
     は名東16 名古屋市名東区山の手１－８１６常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1237150,019,5 渡辺歯科医院 〒465-0094 052-702-1800渡辺　正臣 渡辺　正臣 昭49. 1. 1歯   診療所
     は名東19 名古屋市名東区亀の井１－１３２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1238150,020,3 土川歯科医院 〒465-0093 052-703-0828土川　三郎 土川　三郎 昭49. 2. 1歯   診療所
     は名東20 名古屋市名東区一社１－７８　名常　勤:    1 現存
     昭ビル２階 (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1239150,021,1 伊藤歯科クリニック 〒465-0026 052-772-7451伊藤　佳明 伊藤　佳明 昭49. 5. 1歯   小歯 診療所
     は名東21 名古屋市名東区藤森２－２３２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1240150,022,9 鈴木歯科医院 〒465-0003 052-772-8131鈴木　郁三 鈴木　郁三 昭55. 7. 7歯   診療所
     は名東22 名古屋市名東区延珠町１３１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 1241150,028,6 竹村歯科医院 〒465-0025 052-701-4938竹村　嘉明 竹村　嘉明 昭50. 7. 1歯   診療所
     は名東28 名古屋市名東区上社３－１２０３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1242150,032,8 サコウ歯科 〒465-0078 052-782-4311酒向　良忠 酒向　良忠 昭51. 3. 1歯   矯歯 診療所
     は名東32 名古屋市名東区にじが丘１－１－常　勤:    1 現存
     １虹ケ丘マンション１階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1243150,034,4 おくむら歯科医院 〒465-0005 052-772-0063奥村　光雄 奥村　光雄 平15.12. 1歯   小歯 診療所
     は名東34 名古屋市名東区香流１－８１８－常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1244150,035,1 福澤歯科 〒465-0097 052-774-1723福澤　富士雄 福澤　富士雄 昭51. 9. 1歯   診療所
     は名東35 名古屋市名東区平和が丘４ー２７常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1245150,037,7 瓜生歯科医院 〒465-0048 052-773-9520瓜生　隆夫 瓜生　隆夫 昭61. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は名東37 名古屋市名東区藤見が丘１５５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1246150,038,5 おかだ歯科 〒465-0018 052-773-1522岡田　篤典 岡田　篤典 平 2. 1.20歯   小歯 診療所
     は名東38 名古屋市名東区八前２－１６１２常　勤:    1 現存
     サンローヤル八前ビル１階 (歯       1) 平29. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1247150,041,9 江崎歯科医院 〒465-0053 052-703-7318江崎　民夫 江崎　民夫 昭52. 5. 1歯   小歯 診療所
     は名東41 名古屋市名東区極楽４－３０８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1248150,044,3 峰デンタルオフィス 〒465-0093 052-703-6480井上　峰雄 井上　峰雄 平12. 3.17歯   小歯 診療所
     は名東44 名古屋市名東区一社２－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1249150,047,6 本郷歯科診療所 〒465-0024 052-774-2627中野　健一 中野　健一 昭52.12. 1歯   小歯 診療所
     は名東47 名古屋市名東区本郷２－１１５　常　勤:    1 現存
     本郷第２藤ビル２０２ (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1250150,048,4 坪井歯科医院 〒465-0063 052-846-9293坪井　和義 坪井　和義 昭53. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は名東48 名古屋市名東区新宿２－２２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1251150,050,0 アイ歯科 〒465-0036 052-774-7708小瀬木　義彦 小瀬木　義彦 昭53.10. 1歯   診療所
     は名東50 名古屋市名東区藤里町８　東武マ常　勤:    1 現存
     ンション２階 (歯       1) 平29.10. 1
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 1252150,051,8 医療法人愛健会愛健歯〒465-0095 052-771-3101医療法人愛健会　理事阿部　博行 昭54. 9.14歯   矯歯 小歯診療所
     は名東51 科医院 名古屋市名東区高社１－２０７ 常　勤:    9長　荒尾　誠子 歯外 現存
     (歯       9) 平24. 9.14
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1253150,052,6 川瀬歯科 〒465-0013 052-773-2000川瀬　光一 川瀬　光一 昭54.12. 1歯   小歯 診療所
     は名東52 名古屋市名東区社口２－１２０１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1254150,053,4 伊藤歯科医院 〒465-0032 052-775-0321伊藤　利明 伊藤　利明 昭55. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は名東53 名古屋市名東区藤が丘１４２－４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1255150,056,7 伊澤歯科医院 〒465-0042 052-775-2037伊澤　彰郎 伊澤　彰郎 昭56. 2. 1歯   小歯 診療所
     は名東56 名古屋市名東区照が丘２５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1256150,058,3 名東歯科 〒465-0024 052-775-2353鬼頭　政勝 鬼頭　政勝 昭57. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は名東58 名古屋市名東区本郷２－６６－３常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1257150,061,7 タカギ歯科 〒465-0002 052-776-0008高木　芳彦 高木　芳彦 昭58. 8. 1歯   小歯 診療所
     は名東61 名古屋市名東区引山２－７１９ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1258150,063,3 滝歯科医院 〒465-0028 052-774-8181滝　慎吾 滝　慎吾 昭59. 6. 1歯   小歯 診療所
     は名東63 名古屋市名東区猪高台１－１３１常　勤:    1 現存
     ０　ハイツ太陽Ａ棟１階 (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1259150,065,8 平和ケ丘歯科クリニッ〒465-0097 052-771-6911加藤　聡 加藤　聡 平 9.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は名東65 ク 名古屋市名東区平和が丘２－１２常　勤:    1 移動 現存
     ７ (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1260150,068,2 加藤歯科 〒465-0054 052-704-1182加藤　謙治 加藤　謙治 昭60.10. 1歯   診療所
     は名東68 名古屋市名東区高針台２－４０３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1261150,071,6 加藤歯科医院 〒465-0072 052-701-1010加藤　弘文 加藤　弘文 昭62. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は名東71 名古屋市名東区牧の原２－５０１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
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 1262150,072,4 飯田歯科 〒465-0065 052-704-4560飯田　麻佐生 飯田　麻佐生 昭62. 7. 1歯   小歯 診療所
     は名東72 名古屋市名東区梅森坂２－１０９常　勤:    1 現存
     　梅森坂マンション１階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1263150,073,2 阿部歯科 〒465-0055 052-702-0202阿部　正晴 阿部　正晴 昭63. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は名東73 名古屋市名東区勢子坊２－１０３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1264150,074,0 みどり歯科 〒465-0028 052-772-3796廣瀬　毅 廣瀬　毅 昭63. 8. 1歯   小歯 診療所
     は名東74 名古屋市名東区猪高台１－２０１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1265150,076,5 はちまえ歯科 〒465-0018 052-777-0118布施　秀夫 布施　秀夫 昭63. 9. 1歯   小歯 診療所
     は名東76 名古屋市名東区八前２－９０７　常　勤:    2 現存
     八前ハイツ１階 (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1266150,077,3 浅井歯科医院 〒465-0032 052-773-8029浅井　正博 浅井　正博 昭63.11. 1歯   診療所
     は名東77 名古屋市名東区藤が丘１４２－６常　勤:    1 現存
     藤ケ丘ビル３階２号 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1267150,078,1 しま歯科 〒465-0032 052-771-2602嶋　隆義 嶋　隆義 平元. 3. 6歯   小歯 診療所
     は名東78 名古屋市名東区藤が丘１４１　藤常　勤:    1 現存
     が丘駅前ビル４階 (歯       1) 平28. 3. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1268150,081,5 医療法人輪法会青木歯〒465-0016 052-775-3171医療法人輪法会　理事青木　芳雄 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     は名東81 科医院 名古屋市名東区赤松台３１７ 常　勤:    1長　青木　芳雄 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1269150,082,3 医療法人西山歯科 〒465-0086 052-703-5225医療法人西山歯科　理岩瀬　啓介 平元. 7. 1歯   診療所
     は名東82 名古屋市名東区代万町１－９５ 常　勤:    3事長　岩瀬　啓介 現存
     (歯       3) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1270150,083,1 金平歯科医院 〒465-0015 052-776-3878金平　正三 金平　正三 平 2. 4. 1歯   小歯 診療所
     は名東83 名古屋市名東区若葉台９１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1271150,084,9 あらき小児歯科 〒465-0032 052-776-2518荒木　優 荒木　優 平 2. 6. 1歯   小歯 診療所
     は名東84 名古屋市名東区藤が丘１２８　リ常　勤:    1 現存
     ーブル藤ケ丘２階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1272150,085,6 東浦歯科 〒465-0008 052-776-8771東浦　司 東浦　司 平 2. 7. 1歯   小歯 診療所
     は名東85 名古屋市名東区猪子石原３－２０常　勤:    1 現存
     １サンティビル　 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1273150,086,4 水野歯科 〒465-0055 052-702-4001水野　伸彦 水野　伸彦 平 2.12. 1歯   小歯 診療所
     は名東86 名古屋市名東区勢子坊１－５１０常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1274150,087,2 原田歯科医院 〒465-0011 052-774-7540原田　徹也 原田　徹也 平 3. 2. 1歯   小歯 診療所
     は名東87 名古屋市名東区山の手３－１０５常　勤:    1 現存
     －１　シャトル山手Ⅱ (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1275150,089,8 孝友歯科 〒465-0058 052-702-0113廣瀬　孝基 廣瀬　孝基 平11. 1. 1歯   矯歯 歯外診療所
     は名東89 名古屋市名東区貴船３－１１０８常　勤:    1 移動 小歯 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1276150,092,2 医療法人タナカ歯科 〒465-0068 052-704-3221医療法人タナカ歯科　田中　孝宜 平 4. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は名東92 名古屋市名東区牧の里１－１４０常　勤:    3理事長　田中　孝宜 現存
     ８ファミール牧の里１階 (歯       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1277150,093,0 高針歯科 〒465-0061 052-701-0031都島　誠一 都島　誠一 平 4. 6.10歯   診療所
     は名東93 名古屋市名東区高針２－２４１０常　勤:    1 現存
     グレース高針２階 (歯       1) 平28. 6.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1278150,094,8 加藤歯科医院 〒465-0093 052-702-2964西村　助吉 西村　助吉 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     は名東94 名古屋市名東区一社４－１９９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1279150,095,5 藤森やすだ歯科 〒465-0026 052-777-8811安田　光良 安田　光良 平 4. 8. 1歯   小歯 診療所
     は名東95 名古屋市名東区藤森２－１９０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1280150,096,3 薗田歯科医院 〒465-0092 052-777-4180薗田　順 薗田　順 平 4.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は名東96 名古屋市名東区社台２－１２８パ常　勤:    1 歯外 現存
     ティーナ社台 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1281150,097,1 キタムラ歯科 〒465-0025 052-774-8211北村　公一 北村　公一 平 5. 4. 1歯   小歯 診療所
     は名東97 名古屋市名東区上社１－１３０４常　勤:    1 現存
     北村第３ビル１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1282150,099,7 鈴木歯科 〒465-0033 052-775-6624鈴木　智郎 鈴木　智郎 平18. 8. 1歯   小歯 診療所
     は名東99 名古屋市名東区明が丘７３－４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1283150,100,3 青山歯科医院 〒465-0005 052-775-0465青山　洋三 青山　洋三 平 5.10. 1歯   小歯 診療所
     は名東100 名古屋市名東区香流１－１５０９常　勤:    1 新規 現存
     ロイヤル香流Ａ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1284150,101,1 福山ファミリー歯科ク〒465-0094 052-704-8080福山　文子 福山　文子 平14.12.17歯   診療所
     は名東101 リニック 名古屋市名東区亀の井２－１５２常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26.12.17
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1285150,102,9 寺倉歯科クリニック 〒465-0012 052-771-9991寺倉　健 寺倉　健 平 6. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は名東102 名古屋市名東区文教台１－１４１常　勤:    1 歯外 現存
     ７ (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1286150,103,7 水野歯科クリニック 〒465-0097 052-772-1182水野　幹生 水野　幹生 平 7. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は名東103 名古屋市名東区平和が丘２－２３常　勤:    1 新規 現存
     １ヒルズ平和ケ丘１階 (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1287150,104,5 松岡歯科クリニック 〒465-0085 052-782-0158松岡　浩司 松岡　浩司 平 7. 8.11歯   矯歯 小歯診療所
     は名東104 名古屋市名東区西山本通２－１２常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 8.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1288150,106,0 こうさか歯科 〒465-0057 052-704-0462高阪　敏明 高阪　敏明 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     は名東106 名古屋市名東区陸前町３３０８－常　勤:    1 新規 現存
     ２グレイス伸和１階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1289150,107,8 よもぎ台歯科 〒465-0091 052-776-2008児島　昭浩 児島　昭浩 平 8. 2. 1歯   小歯 診療所
     は名東107 名古屋市名東区よもぎ台３－１５常　勤:    1 新規 現存
     ０５ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1290150,109,4 さかえ歯科医院 〒465-0058 052-703-1180榮　祥宏 榮　祥宏 平 8. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は名東109 名古屋市名東区貴船２－６０５　常　勤:    2 新規 現存
     ソノワール本郷１階 (歯       2) 平29. 9. 1
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 1291150,112,8 うおずみ歯科医院 〒465-0036 052-779-4618魚住　佳隆 魚住　佳隆 平 9. 3. 1歯   小歯 診療所
     は名東112 名古屋市名東区藤里町１８０１－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1292150,114,4 東名歯科クリニック 〒465-0013 052-760-0011加藤　稔教 加藤　稔教 平 9. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は名東114 名古屋市名東区社口１－５１１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1293150,117,7 吉田歯科医院 〒465-0016 052-775-3222吉田　正宣 吉田　正宣 平10. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は名東117 名古屋市名東区赤松台４０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1294150,119,3 つかさデンタルクリニ〒465-0008 052-777-9988安部　司 安部　司 平24.10. 1歯   小歯 診療所
     は名東119 ック 名古屋市名東区猪子石原３－２０常　勤:    1 移動 現存
     ０２ (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1295150,120,1 名東本通歯科 〒465-0087 052-703-0388藤井　隆彦 藤井　隆彦 平11. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は名東120 名古屋市名東区名東本通５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1296150,121,9 タナセ歯科医院 〒465-0084 052-701-0648棚瀬　裕明 棚瀬　裕明 平12. 3. 1歯   診療所
     は名東121 名古屋市名東区西里町１－２６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1297150,122,7 香流歯科医院 〒465-0008 052-777-3232吉本　光一郎 吉本　光一郎 平12. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は名東122 名古屋市名東区猪子石原３－８０常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1298150,123,5 あい歯科 〒465-0093 052-701-8241炭谷　佳史 炭谷　佳史 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     は名東123 名古屋市名東区一社２－１０７シ常　勤:    1 新規 現存
     ャリオン一社Ｂ１階 (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1299150,124,3 藤ケ丘矯正歯科 〒465-0048 052-726-8200伊藤　真 伊藤　真 平13. 8. 1矯歯 診療所
     は名東124 名古屋市名東区藤見が丘２０－１常　勤:    1 新規 現存
     レインボーパーキング１階 (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1300150,126,8 ちあき歯科 〒465-0025 052-702-8148塩沢　知明 塩沢　知明 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     は名東126 名古屋市名東区上社３－２０５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1301150,127,6 社口歯科クリニック 〒465-0013 052-779-8665飯田　啓人 飯田　啓人 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     は名東127 名古屋市名東区社口１－９０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1302150,128,4 もりかわ矯正歯科 〒465-0095 052-775-0418森川　佳子 森川　佳子 平15.11. 1矯歯 診療所
     は名東128 名古屋市名東区高社１－９３アプ常　勤:    1 新規 現存
     リーテ星ヶ丘２階 (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1303150,132,6 たかやなぎ歯科クリニ〒465-0024 052-737-4030髙栁　崇 髙栁　崇 平18.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は名東132 ック 名古屋市名東区本郷１－１４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1304150,133,4 医療法人ホワイトデン〒465-0061 052-701-5560医療法人ホワイトデン杉浦　定文 平18.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は名東133 タルすぎうら歯科 名古屋市名東区高針１－１７１１常　勤:    2タル　理事長　杉浦　 組織変更 現存
     サンハイツ幸楽１階 (歯       2)定文 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1305150,134,2 歯科トキオクリニック〒465-0081 052-705-8555中村　時夫 中村　時夫 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     は名東134 名古屋市名東区高間町１４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1306150,135,9 ごくらく坂星野歯科 〒465-0053 052-709-6480星野　啓 星野　啓 平20.11. 1歯   小歯 診療所
     は名東135 名古屋市名東区極楽３－３１３テ常　勤:    1 新規 現存
     ィーズコート１階 (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1307150,136,7 あおぞら歯科・口腔外〒465-0033 052-760-4181山田　真英 山田　真英 平21. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は名東136 科 名古屋市名東区明が丘４８Ｍｓｔ常　勤:    1 新規 現存
     ａｇｅ藤が丘２階 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1308150,137,5 一社歯科クリニック 〒465-0095 052-774-4582丹羽　英之 丹羽　英之 平21. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は名東137 名古屋市名東区高社２－１１０シ常　勤:    1 交代 現存
     ャングリラ一社ビル１階 (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1309150,138,3 ケイズデンタル 〒465-0064 052-705-6480熊澤　克己 熊澤　克己 平21. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は名東138 名古屋市名東区大針１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1310150,140,9 片木歯科医院 〒465-0041 052-739-5708片木　紘樹 片木　紘樹 平22. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     は名東140 名古屋市名東区朝日が丘３日本メ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ンテナンスビル１階 (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1311150,141,7 デンタルオフィス若 〒465-0086 052-705-7171若山　浩一郎 若山　浩一郎 平23. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は名東141 名古屋市名東区代万町３－１１－常　勤:    1 新規 現存
     １エイジトピア星ヶ丘ドクターズ(歯       1) 平29. 9. 1
     ビル２階 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1312150,142,5 アベ歯科クリニック 〒465-0093 052-702-5188医療法人愛健会　理事藤田　和伸 平24. 1. 1歯   小歯 診療所
     は名東142 名古屋市名東区一社２－８８ 常　勤:    4長　荒尾　誠子 交代 現存
     (歯       4) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1313150,144,1 たかはた歯科 〒465-0021 052-778-8056高畑　圭輔 高畑　圭輔 平24. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は名東144 名古屋市名東区猪子石１－１０２常　勤:    1 新規 現存
     、１０３ (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1314150,145,8 メイト歯科 〒465-0081 052-703-6660医療法人アイ・クオー髙瀨　大樹 平24. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は名東145 名古屋市名東区高間町５０１－１常　勤:    2ル　理事長　射場　圭 新規 矯歯 現存
     (歯       2)司 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1315150,146,6 ともデンタルルーム 〒465-0095 052-769-4555医療法人社団明愛会　小川　知子 平24.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は名東146 名古屋市名東区高社２－１１３ソ常　勤:    2理事長　岡村　健治 交代 現存
     フィア一社４階 (歯       2) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1316150,147,4 たかぎ歯科医院 〒465-0025 052-775-0075髙木　善寛 髙木　善寛 平25. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は名東147 名古屋市名東区上社１－９０２善常　勤:    1 交代 他   現存
     高ビル２階 (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1317150,150,8 成瀬歯科医院 〒465-0086 052-701-5068成瀬　晋一 成瀬　晋一 平26. 2. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は名東150 名古屋市名東区代万町２－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1318150,151,6 あさの歯科クリニック〒465-0085 052-734-4183浅野　惇太 浅野　惇太 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     は名東151 名古屋市名東区西山本通３－１４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1319150,152,4 高針台デンタルオフィ〒465-0061 052-734-2061木村　祐紀 木村　祐紀 平26. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     は名東152 ス 名古屋市名東区高針４－２１１ユ常　勤:    1 新規 他   現存
     ニーブル高針１階 (歯       1) 平26. 8. 1小矯歯
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1320150,154,0 すがファミリー歯科 〒465-0005 052-726-3939須賀　貴行 須賀　貴行 平27. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は名東154 名古屋市名東区香流１－１１０９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1321150,155,7 ひまわりデンタルクリ〒465-0031 052-769-4181伊藤　大輔 伊藤　大輔 平27. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     は名東155 ニック 名古屋市名東区富が丘２４－１イ常　勤:    1 新規 現存
     ーストウイング１階 (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1322150,156,5 ケーコ歯科 〒465-0015 052-779-2300塚本　佳孝 塚本　佳孝 平27.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は名東156 名古屋市名東区若葉台１０１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1323150,157,3 よこち歯科・こども歯〒465-0004 052-775-8788横地　孝則 横地　孝則 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は名東157 科 名古屋市名東区香南１－４２１ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1324150,158,1 あんどう歯科 〒465-0063 052-702-4618安藤　清文 安藤　清文 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は名東158 名古屋市名東区新宿１－１５６ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1325150,159,9 松永クリニック歯科 〒465-0035 052-768-4418松永　祐貴 松永　祐貴 平28. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は名東159 名古屋市名東区豊が丘２０７ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1326150,160,7 本郷ステーション歯科〒465-0024 052-768-6365医療法人桜徳会　理事石黒　周平 平28.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は名東160 名古屋市名東区本郷２－９４－１常　勤:    1長　石黒　周平 組織変更 歯外 現存
     みふくビル３階 (歯       1) 平28.10. 1
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 1327150,161,5 ほほえみ歯科 〒465-0092 052-715-4181山田　慎二 山田　慎二 平29. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は名東161 名古屋市名東区社台２－１４７ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1328150,162,3 歯科口腔外科　ＬＩＦ〒465-0048 052-715-5900重冨　直恵 重冨　直恵 平29. 4. 1歯   歯外 診療所
     は名東162 Ｅ 名古屋市名東区藤見が丘２５－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1329150,163,1 藤が丘デンタルクリニ〒465-0032 052-718-1176医療法人ヒルズ　理事溝口　敦也 平29. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     は名東163 ック 名古屋市名東区藤が丘１７１マッ常　勤:    2長　溝口　敦也 組織変更 矯歯 現存
     クスバリュ藤が丘店２階 (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1330150,164,9 おか歯科クリニック 〒465-0064 052-704-6200医療法人幸知会　理事岡　徹 平29. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は名東164 名古屋市名東区大針２－４ 常　勤:    2長　岡　徹 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1331150,166,4 堀部デンタルクリニッ〒465-0073 052-703-2323堀部　智進 堀部　智進 平29.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は名東166 ク 名古屋市名東区高針原２－１８０常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1332150,167,2 きふね歯科 〒465-0055 052-703-4180由地　伶 由地　伶 平30. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は名東167 名古屋市名東区勢子坊１－２０６常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1333150,168,0 古田歯科診療室 〒465-0095 052-773-6111古田　洋介 古田　洋介 平30. 1. 1歯   診療所
     は名東168 名古屋市名東区高社２－２１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1334150,169,8 ひなたこども歯科 〒465-0085 052-439-6400南　留美子 南　留美子 平30. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は名東169 名古屋市名東区西山本通１－１４常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1335160,007,8 山本歯科医院 〒468-0024 052-801-5285山本　省三 山本　省三 平20.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は天白7 名古屋市天白区大根町１０ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平26.11. 1
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 1336160,012,8 近藤歯科医院 〒468-0015 052-801-1601近藤　俊彦 近藤　俊彦 昭55.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は天白12 名古屋市天白区原１－２３０１ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1337160,014,4 磯貝歯科医院 〒468-0022 052-803-3500磯貝　玲子 磯貝　玲子 平23. 5.10歯   小歯 歯外診療所
     は天白14 名古屋市天白区高島２－１７０１常　勤:    3 移動 現存
     －２ (歯       3) 平29. 5.10
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1338160,015,1 坂口歯科医院 〒468-0023 052-803-3510坂口　亘弘 坂口　亘弘 昭50. 5. 1歯   診療所
     は天白15 名古屋市天白区御前場町１１１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1339160,019,3 藤井歯科医院 〒468-0058 052-803-3343藤井　芳朗 藤井　芳朗 昭63. 1. 1歯   診療所
     は天白19 名古屋市天白区植田西２－２１０常　勤:    1 現存
     ９ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1340160,020,1 遠藤歯科医院 〒468-0011 052-802-2411遠藤　泰生 遠藤　泰生 昭63.12. 1歯   診療所
     は天白20 名古屋市天白区平針３－１５０１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1341160,021,9 にのみや歯科医院 〒468-0011 052-802-4181二宮　友明 二宮　友明 昭52. 4. 1歯   診療所
     は天白21 名古屋市天白区平針４－１６０７常　勤:    1 現存
     　初美ビル２階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1342160,022,7 阿部歯科医院 〒468-0015 052-803-8148阿部　博明 阿部　博明 昭52. 5. 1歯   小歯 診療所
     は天白22 名古屋市天白区原３－１０６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1343160,025,0 野瀬歯科医院 〒468-0067 052-833-4155野瀬　学 野瀬　学 昭53. 5. 1歯   診療所
     は天白25 名古屋市天白区池見１－６１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1344160,027,6 冨田歯科医院 〒468-0062 052-833-1185冨田　英一 冨田　英一 昭54. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は天白27 名古屋市天白区弥生が岡１０８ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1345160,028,4 今泉歯科医院 〒468-0038 052-802-0016今泉　昌久 今泉　昌久 昭54. 8. 1歯   診療所
     は天白28 名古屋市天白区山根町１３７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1346160,029,2 いとう歯科 〒468-0073 052-833-6482伊藤　彰 伊藤　彰 昭54.10. 1歯   診療所
     は天白29 名古屋市天白区塩釜口１－７１２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1347160,030,0 コンドウ歯科 〒468-0023 052-801-8148近藤　喜一郎 近藤　喜一郎 昭55. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は天白30 名古屋市天白区御前場町２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1348160,031,8 熊谷歯科 〒468-0011 052-803-3230熊谷　裕臣 熊谷　裕臣 昭55. 6. 1歯   診療所
     は天白31 名古屋市天白区平針３－１１１　常　勤:    1 現存
     名東ビル２階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1349160,032,6 てんぱく歯科 〒468-0015 052-803-8118小出　良樹 小出　良樹 昭55.12. 1歯   小歯 診療所
     は天白32 名古屋市天白区原１－１４１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1350160,033,4 ささ歯科クリニック 〒468-0015 052-801-2727佐々　公人 佐々　公人 昭56. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は天白33 名古屋市天白区原１－１５０１－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1351160,034,2 平針歯科クリニック 〒468-0020 052-802-0118牛込　博義 牛込　博義 昭56. 1. 1歯   診療所
     は天白34 名古屋市天白区平針南２－４０６常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1352160,037,5 ホリベ歯科 〒468-0008 052-802-1880堀部　正仁 堀部　正仁 昭62. 5. 7歯   小歯 診療所
     は天白37 名古屋市天白区一本松２－５０４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1353160,038,3 サハシ歯科医院 〒468-0025 052-801-0002佐橋　将夫 佐橋　将夫 昭58. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は天白38 名古屋市天白区高坂町７５－２ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1354160,040,9 寺島歯科医院 〒468-0049 052-896-3321寺島　良治 寺島　良治 昭58. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は天白40 名古屋市天白区福池１－２４５ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1355160,041,7 神谷歯科医院 〒468-0015 052-804-1616神谷　立男 神谷　立男 昭58.10. 1歯   小歯 診療所
     は天白41 名古屋市天白区原５－１３１０　常　勤:    1 現存
     シャトール原 (歯       1) 平28.10. 1
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 1356160,042,5 植田歯科医院 〒468-0051 052-803-6488近藤　芳充 近藤　芳充 昭59. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は天白42 名古屋市天白区植田３－１４０５常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1357160,043,3 富士美歯科医院 〒468-0015 052-804-1818加藤　鐘斗 加藤　鐘斗 昭59. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は天白43 名古屋市天白区原１－４０５ 常　勤:    1 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1358160,045,8 藤谷歯科 〒468-0051 052-804-0118藤谷　良幸 藤谷　良幸 昭59.10. 1歯   小歯 診療所
     は天白45 名古屋市天白区植田３－７１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1359160,046,6 きとう歯科医院 〒468-0026 052-804-0011鬼頭　教武 鬼頭　教武 昭60. 1. 1歯   小歯 診療所
     は天白46 名古屋市天白区土原４－８３７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1360160,047,4 久野歯科 〒468-0075 052-834-6464久野　正博 久野　正博 昭60. 6. 1歯   小歯 診療所
     は天白47 名古屋市天白区御幸山２１１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1361160,048,2 島田橋歯科 〒468-0066 052-832-3456水谷　清 水谷　清 昭60.11. 1歯   診療所
     は天白48 名古屋市天白区元八事２－１１０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1362160,051,6 はたの歯科 〒468-0002 052-805-2277波多野　和子 波多野　和子 昭62. 8. 1歯   小歯 診療所
     は天白51 名古屋市天白区焼山２ー４１９ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1363160,052,4 長谷川歯科 〒468-0049 052-896-7744長谷川　武史 長谷川　武史 昭62.12. 1歯   小歯 診療所
     は天白52 名古屋市天白区福池１－３０９　常　勤:    1 現存
     パテオ野並１階 (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1364160,053,2 飯野歯科 〒468-0020 052-804-5270飯野　新太郎 飯野　新太郎 昭63. 3. 1歯   小歯 診療所
     は天白53 名古屋市天白区平針南３－４０１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1365160,055,7 志賀デンタルクリニッ〒468-0014 052-805-1811志賀　寿 志賀　寿 平28.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は天白55 ク 名古屋市天白区中平２－４０１－常　勤:    1 移動 現存
     ７ (歯       1) 平28.12. 1
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 1366160,057,3 いかい歯科 〒468-0055 052-805-6671猪飼　喜久太 猪飼　喜久太 昭63. 8. 1歯   小歯 診療所
     は天白57 名古屋市天白区池場２－１１０６常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1367160,058,1 タナムラ歯科 〒468-0034 052-805-7555棚村　潔 棚村　潔 昭63.10. 1歯   小歯 診療所
     は天白58 名古屋市天白区久方２－５６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1368160,059,9 広瀬歯科 〒468-0056 052-802-1182廣瀬　善隆 廣瀬　善隆 平12. 8. 1歯   矯歯 診療所
     は天白59 名古屋市天白区島田３－６０２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1369160,060,7 青山歯科医院 〒468-0015 052-805-0880青山　昇市 青山　昇市 昭63.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は天白60 名古屋市天白区原４－１５０１Ｓ常　勤:    2 現存
     ＭＹ８８原１Ｂ (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1370160,062,3 大岩歯科医院 〒468-0001 052-835-8148大岩　洋久 大岩　洋久 平 2. 5. 1歯   診療所
     は天白62 名古屋市天白区植田山４－２１３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1371160,063,1 やざわ歯科 〒468-0073 052-835-5200矢澤　隆宏 矢澤　隆宏 平 2. 7. 1歯   診療所
     は天白63 名古屋市天白区塩釜口２－１５０常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1372160,066,4 さとう歯科医院 〒468-0051 052-806-4181佐藤　秀樹 佐藤　秀樹 平 2. 8. 1歯   診療所
     は天白66 名古屋市天白区植田３－１５１８常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1373160,067,2 クロダ歯科 〒468-0035 052-892-8760医療法人健志会　理事黒田　俊幸 平18.10.30歯   小歯 矯歯診療所
     は天白67 名古屋市天白区境根町１５０ 常　勤:    1長　黒田　俊幸 移動 現存
     (歯       1) 平24.10.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1374160,068,0 すすむ歯科クリニック〒468-0009 052-802-3366近藤　晋 近藤　晋 平17. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は天白68 名古屋市天白区元植田１－３００常　勤:    2 移動 現存
     ７－１ (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1375160,069,8 まき歯科医院 〒468-0055 052-806-4182牧　弥寿夫 牧　弥寿夫 平 3. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は天白69 名古屋市天白区池場２－５０３ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1376160,070,6 ほりえこども歯科クリ〒468-0836 052-892-0841堀江　保男 堀江　保男 平22.10. 1小歯 他   診療所
     は天白70 ニック 名古屋市天白区相川２－５１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1377160,071,4 まぶち歯科 〒468-0011 052-806-6480馬渕　真 馬渕　真 平 3. 6. 1歯   小歯 診療所
     は天白71 名古屋市天白区平針２－１４０６常　勤:    1 現存
     　エスポワール平針２階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1378160,072,2 元八事歯科 〒468-0066 052-835-7000近藤　康之 近藤　康之 平 3. 6. 1歯   小歯 診療所
     は天白72 名古屋市天白区元八事３－１１２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1379160,073,0 鈴木歯科医院 〒468-0003 052-804-7340鈴木　秀武 鈴木　秀武 平 4. 1. 1歯   小歯 診療所
     は天白73 名古屋市天白区鴻の巣２－１１８常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1380160,074,8 セントラル歯科室野並〒468-0045 052-895-8143玉田　康明 玉田　康明 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     は天白74 名古屋市天白区野並３－２３５サ常　勤:    1 現存
     ンモール井田野並２階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1381160,075,5 おもてやま歯科クリニ〒468-0063 052-832-1188峰野　泰久 峰野　泰久 平 4. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は天白75 ック 名古屋市天白区音聞山１０３０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1382160,076,3 さくら歯科医院 〒468-0053 052-807-6480山田　尚睦 山田　尚睦 平 6. 3. 1歯   診療所
     は天白76 名古屋市天白区植田南２－１００常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1383160,077,1 てらお矯正歯科 〒468-0051 052-803-4877寺尾　牧 寺尾　牧 平 7. 5. 1矯歯 診療所
     は天白77 名古屋市天白区植田１－１３１５常　勤:    1 新規 現存
     スカイビル植田２Ｆ西 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1384160,079,7 さわやか歯科 〒468-0015 052-808-0050柿本　祐二 柿本　祐二 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     は天白79 名古屋市天白区原１－１９０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
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 1385160,080,5 こいけ歯科クリニック〒468-0011 052-848-0081小池　譲 小池　譲 平 9. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は天白80 名古屋市天白区平針２－１００７常　勤:    1 新規 歯外 現存
     第一小島ビル１階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1386160,081,3 松尾歯科医院 〒468-0065 052-831-9965松尾　学 松尾　学 平10. 1.23歯   小歯 診療所
     は天白81 名古屋市天白区中砂町２５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1387160,082,1 ひん矯正歯科クリニッ〒468-0011 052-806-0656賓　広道 賓　広道 平10. 3. 1矯歯 診療所
     は天白82 ク 名古屋市天白区平針３－１１５メ常　勤:    1 新規 現存
     ッセ平針２階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1388160,083,9 中平歯科クリニック 〒468-0014 052-808-0033木造　博貴 木造　博貴 平10. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     は天白83 名古屋市天白区中平５－１２０１常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1389160,085,4 やまだ矯正歯科 〒468-0045 052-895-5500山田　晃弘 山田　晃弘 平10. 4. 1矯歯 診療所
     は天白85 名古屋市天白区野並３－４３７パ常　勤:    1 新規 現存
     ティオ野並Ⅱ１階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1390160,086,2 島田が丘歯科 〒468-0029 052-802-4355篠田　一樹 篠田　一樹 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     は天白86 名古屋市天白区島田が丘４１３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1391160,087,0 かとう歯科医院 〒468-0058 052-808-5858加藤　武司 加藤　武司 平11. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     は天白87 名古屋市天白区植田西１－９０６常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1392160,088,8 きらり歯科 〒468-0030 052-800-5080浅野　龍之 浅野　龍之 平12. 3.31歯   小歯 診療所
     は天白88 名古屋市天白区平針台１－１０１常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1393160,089,6 小出歯科医院 〒468-0056 052-801-1881小出　賢治 小出　賢治 平12. 4.14歯   小歯 診療所
     は天白89 名古屋市天白区島田４－２２０６常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 4.14
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1394160,091,2 医療法人　スピック歯〒468-0042 052-805-0811医療法人スピック歯科山田　英史 平18. 3.13歯   小歯 診療所
     は天白91 科クリニック 名古屋市天白区海老山町１６０５常　勤:    2クリニック　理事長　 移動 現存
     (歯       2)山田　英史 平30. 3.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1395160,092,0 むらせ歯科医院 〒468-0011 052-802-1108村瀬　真哉 村瀬　真哉 平13.10. 1歯   小歯 診療所
     は天白92 名古屋市天白区平針３－２６１０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1396160,093,8 まつうら歯科 〒468-0058 052-847-3361松浦　尚孝 松浦　尚孝 平14.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は天白93 名古屋市天白区植田西３－１４０常　勤:    1 新規 現存
     ３メゾン浅井１階 (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1397160,094,6 青木歯科医院 〒468-0045 052-895-4700青木　宏道 青木　宏道 平15. 3. 1歯   小歯 診療所
     は天白94 名古屋市天白区野並４－２５０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1398160,095,3 大橋歯科 〒468-0066 052-835-0084大橋　弘征 大橋　弘征 平15.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は天白95 名古屋市天白区元八事１－１３０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1399160,096,1 エルザ歯科クリニック〒468-0053 052-804-0880高澤　由佳 高澤　由佳 平15.11. 1歯   小歯 診療所
     は天白96 名古屋市天白区植田南３－７０８常　勤:    1 交代 現存
     白子ビル２階 (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1400160,097,9 歯科スマイル 〒468-0041 052-800-5600藤岡　幸恭 藤岡　幸恭 平16. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     は天白97 名古屋市天白区保呂町２２０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1401160,098,7 八事高島歯科医院 〒468-0061 052-835-6480高島　剛 高島　剛 平16.10. 1歯   小歯 診療所
     は天白98 名古屋市天白区八事天道１０２オ常　勤:    1 新規 現存
     ーエスビル１０１ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1402160,099,5 中井歯科クリニック 〒468-0020 052-877-0181中井　雅人 中井　雅人 平14. 1. 1歯   小歯 診療所
     は天白99 名古屋市天白区平針南４－３２９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1403160,100,1 マキノ歯科 〒468-0062 052-837-4361牧野　健司 牧野　健司 平16.12. 1歯   診療所
     は天白100 名古屋市天白区弥生が岡１２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1404160,101,9 歯科ナチュラル 〒468-0009 052-807-8282小寺　晃雄 小寺　晃雄 平17. 1. 1歯   小歯 診療所
     は天白101 名古屋市天白区元植田３－１５０常　勤:    1 新規 現存
     ５ (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1405160,103,5 松山ファミリー歯科 〒468-0053 052-804-8203松山　清明 松山　清明 平18. 7. 1歯   小歯 診療所
     は天白103 名古屋市天白区植田南２－４１５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1406160,104,3 水野歯科クリニック 〒468-0013 052-800-6030水野　良洋 水野　良洋 平19. 6. 1歯   小歯 診療所
     は天白104 名古屋市天白区荒池１－１１０２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1407160,105,0 とも歯科クリニック 〒468-0045 052-899-0418水野　智仁 水野　智仁 平20. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     は天白105 名古屋市天白区野並２－４４０野常　勤:    1 新規 現存
     並ビル１階 (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1408160,106,8 なごみの歯科 〒468-0014 052-802-0753田口　克弥 田口　克弥 平20. 7. 1歯   小歯 診療所
     は天白106 名古屋市天白区中平１－１５０７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1409160,107,6 桜デンタルクリニック〒468-0069 052-938-7990真辺　剛史 真辺　剛史 平20. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は天白107 名古屋市天白区表山３－３１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1410160,108,4 浅井歯科クリニック 〒468-0066 052-837-2788浅井　勉 浅井　勉 平20.11. 1歯   小歯 診療所
     は天白108 名古屋市天白区元八事４－２５７常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1411160,109,2 おおね歯科 〒468-0024 052-848-8148中山　克紀 中山　克紀 平21. 7. 1歯   小歯 診療所
     は天白109 名古屋市天白区大根町３９２ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1412160,111,8 岩見歯科医院 〒468-0026 052-803-3803岩見　知広 岩見　知広 平21.10. 1歯   診療所
     は天白111 名古屋市天白区土原３－１２０２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1413160,112,6 高田兄弟歯科 〒468-0063 052-832-1187医療法人オアシス　理髙田　智史 平22. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は天白112 名古屋市天白区音聞山１５０６ 常　勤:    3事長　髙田　竜一郎 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1414160,113,4 うえだ東歯科クリニッ〒468-0006 052-880-4182城　毅 城　毅 平22.11. 1歯   小歯 診療所
     は天白113 ク 名古屋市天白区植田東２－１６１常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平28.11. 1
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 1415160,114,2 歯科医院　たなか 〒468-0063 052-837-1822田中　良成 田中　良成 平22.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     は天白114 名古屋市天白区音聞山２０８ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1416160,115,9 イナグマ歯科 〒468-0056 052-806-1181稲熊　尚広 稲熊　尚広 平23. 6. 1歯   矯歯 他  診療所
     は天白115 名古屋市天白区島田１－１１１４常　勤:    1 新規 小歯 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1小矯歯
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1417160,116,7 植田駅前歯科 〒468-0053 052-800-8238平岡　俊章 平岡　俊章 平24. 4. 1歯   歯外 診療所
     は天白116 名古屋市天白区植田南２－２１０常　勤:    1 新規 現存
     ドエル植田南 (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1418160,118,3 植田一本松歯科 〒468-0009 052-680-8148浅井　崇文 浅井　崇文 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は天白118 名古屋市天白区元植田１－７０３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1419160,120,9 木崎歯科醫院 〒468-0055 052-808-4618木崎　創 木崎　創 平25.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は天白120 名古屋市天白区池場３－１９０４常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1420160,121,7 天白うめがおか歯科・〒468-0004 052-838-7739森本　篤史 森本　篤史 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は天白121 矯正歯科 名古屋市天白区梅が丘５－１０１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １－２ (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1421160,122,5 わたなべ歯科 〒468-0055 052-803-6480渡辺　智久 渡辺　智久 平27.10. 1歯   小歯 診療所
     は天白122 名古屋市天白区池場３－１２０８常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1422160,123,3 のぞみ歯科 〒468-0051 052-875-3173近藤　薫 近藤　薫 平27.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は天白123 名古屋市天白区植田３－１０９ア常　勤:    2 新規 現存
     ーストンビル１階東 (歯       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1423160,125,8 木下歯科 〒468-0039 052-804-8211木下　浩介 木下　浩介 平28. 1. 1歯   小歯 診療所
     は天白125 名古屋市天白区西入町１５８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1424160,126,6 いちろう歯科 〒468-0008 052-800-2655医療法人ＩＤＧ　理事田中　一郎 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は天白126 名古屋市天白区一本松２－１１０常　勤:    2長　田中　一郎 組織変更 矯歯 現存
     ６ (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1425160,127,4 ぜんなみ歯科クリニッ〒468-0045 052-891-4418全並　匠 全並　匠 平29. 1. 6歯   小歯 歯外診療所
     は天白127 ク 名古屋市天白区野並３－４３５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 6
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1426160,128,2 たかはしデンタルクリ〒468-0045 052-750-0473髙橋　伸行 髙橋　伸行 平29. 3. 1歯   小歯 診療所
     は天白128 ニック 名古屋市天白区野並３－４１５－常　勤:    1 新規 現存
     １グローリアン野並１階 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1427160,131,6 ぬくもり歯科 〒468-0034 052-715-8841加藤　寿幸 加藤　寿幸 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は天白131 名古屋市天白区久方１－１２２－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1428160,132,4 くにむら歯科医院 〒468-0002 052-801-1515国村　友徳 国村　友徳 平29. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は天白132 名古屋市天白区焼山２－５０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1429160,133,2 医療法人社団あおば　〒468-0011 052-842-8712医療法人社団あおば　大山　史子 平29. 7. 1歯   診療所
     は天白133 つぐみ歯科クリニック名古屋市天白区平針２－１００９常　勤:    1理事長　大原　義隆 交代 現存
     平針ビル３０２ (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1430160,134,0 わくら歯科クリニック〒468-0051 052-802-6390藤井　和夫 藤井　和夫 平30. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は天白134 名古屋市天白区植田１－９０９ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1431160,135,7 歯科ＨＩＲＯ歯 〒468-0066 052-746-1410大島　弘幹 大島　弘幹 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は天白135 名古屋市天白区元八事４－８４元常　勤:    2 新規 歯外 現存
     八事メディカルステーション２階(歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1432200,035,1 平野歯科医院 〒441-8108 0532-45-5738平野　忠彦 平野　忠彦 昭38. 9. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋35 豊橋市町畑町町畑１－３１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1433200,062,5 森田歯科医院 〒441-8107 0532-45-0511森田　昌夫 森田　昌夫 昭41. 7. 1歯   診療所
     は豊橋62 豊橋市南栄町字空池２８－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1434200,111,0 中野歯科医院 〒440-0822 0532-61-5330中野　哲吉 中野　哲吉 昭46. 5. 1歯   診療所
     は豊橋111 豊橋市伝馬町１１７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1435200,112,8 高柳（伍）歯科医院 〒440-0053 0532-54-0562高柳　伍郎 高柳　伍郎 昭51.11. 1歯   診療所
     は豊橋112 豊橋市老松町８９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1436200,114,4 河合歯科医院 〒440-0831 0532-62-6711河合　泰雄 河合　泰雄 昭51. 8.30歯   診療所
     は豊橋114 豊橋市西岩田町４－１２－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1437200,119,3 かどその歯科医院 〒441-8106 0532-46-0151門園　務 門園　務 昭47.12. 1歯   診療所
     は豊橋119 豊橋市弥生町西豊和１０－２４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1438200,122,7 大澤歯科クリニック 〒441-1113 0532-88-1130大澤　正信 大澤　正信 昭49. 5. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋122 豊橋市東森岡１－９－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1439200,127,6 大須賀歯科医院 〒440-0831 0532-62-6158大須賀　直樹 大須賀　直樹 昭50. 4. 1歯   診療所
     は豊橋127 豊橋市西岩田２－６－３１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1440200,129,2 白井歯科医院 〒440-0897 0532-52-5721白井　義郎 白井　義郎 平 6.10. 1歯   診療所
     は豊橋129 豊橋市松葉町２ー５７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1441200,131,8 芳賀歯科医院 〒441-8053 0532-46-8188芳賀　直美 芳賀　直美 昭51. 8. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋131 豊橋市柱二番町２４４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1442200,133,4 西村歯科医院 〒441-8042 0532-45-3861西村　秀祐 西村　秀祐 昭52. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋133 豊橋市小池町字原下８６－１ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1443200,135,9 澤本歯科医院 〒440-0083 0532-54-2511澤本　収由 澤本　収由 昭57. 6. 1歯   診療所
     は豊橋135 豊橋市下地町若宮１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1444200,140,9 恒川歯科医院 〒440-0041 0532-61-2014恒川　洋 恒川　洋 昭53. 3.24歯   診療所
     は豊橋140 豊橋市岩田町宮下１－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3.24
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 1445200,143,3 小林歯科医院 〒440-0832 0532-62-9311小林　俊一 小林　俊一 昭58. 8. 1歯   診療所
     は豊橋143 豊橋市中岩田１－１５－２２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1446200,147,4 曽我歯科医院 〒441-8156 0532-45-6072曽我　直秀 曽我　直秀 昭54. 2. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋147 豊橋市高師町西沢４２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1447200,151,6 往完町歯科 〒441-8082 0532-31-3000佐々木　昇 佐々木　昇 昭54. 5. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋151 豊橋市往完町往還西７１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1448200,153,2 金子歯科医院 〒441-8106 0532-45-7166金子　裕二 金子　裕二 昭54. 6. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋153 豊橋市弥生町中原６８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1449200,155,7 大清水歯科医院 〒441-8133 0532-25-3210鈴木　孝範 鈴木　孝範 昭54. 7. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は豊橋155 豊橋市大清水町大清水３－１１０常　勤:    1 現存
     ０ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1450200,156,5 柴本歯科クリニック 〒441-8003 0532-31-4182柴本　義昭 柴本　義昭 昭54. 8. 1歯   診療所
     は豊橋156 豊橋市小向町下野１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1451200,157,3 医療法人大成会広小路〒440-0011 0532-55-9284医療法人大成会　理事大賀　将志 昭62. 3. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋157 歯科 豊橋市牛川通２－９－１７ 常　勤:    1長　大賀　将志 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1452200,159,9 坂田歯科医院 〒441-8151 0532-45-6434坂田　裕明 坂田　裕明 昭55. 2. 1歯   診療所
     は豊橋159 豊橋市曙町松並２９－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1453200,162,3 山口歯科医院 〒440-0814 0532-53-3310山口　堅三 山口　堅三 平11. 1. 1歯   診療所
     は豊橋162 豊橋市前田町１－７－１８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1454200,164,9 松本歯科医院 〒440-0012 0532-61-5421松本　俊介 松本　俊介 昭55. 5. 1歯   診療所
     は豊橋164 豊橋市東小鷹野３－２－１２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1455200,166,4 立松歯科医院 〒441-8083 0532-32-2233立松　志朗 立松　志朗 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋166 豊橋市東脇１－１９－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1456200,167,2 デンタルクリニック大〒441-3144 0532-41-5688大場　秀人 大場　秀人 昭60. 1.16歯   診療所
     は豊橋167 場歯科 豊橋市大岩町南元屋敷５７－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1457200,169,8 木下歯科医院 〒440-0843 0532-63-2266木下　洋 木下　洋 平22. 3.10歯   小歯 診療所
     は豊橋169 豊橋市東幸町水神３－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 3.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1458200,171,4 黒田歯科医院 〒441-8014 0532-31-8915黒田　俊晴 黒田　俊晴 昭56.11. 1歯   診療所
     は豊橋171 豊橋市花田二番町１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1459200,172,2 大河歯科医院 〒441-8142 0532-48-2820大河　敦 大河　敦 昭57. 4. 1歯   診療所
     は豊橋172 豊橋市向草間町北新切５９－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1460200,173,0 巻田歯科医院 〒440-0013 0532-63-3418巻田　一郎 巻田　一郎 平 7.12.26歯   小歯 診療所
     は豊橋173 豊橋市西小鷹野３－５－６ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28.12.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1461200,175,5 太田歯科医院 〒440-0027 0532-62-8110太田　昌宏 太田　昌宏 昭58. 4. 1歯   診療所
     は豊橋175 豊橋市多米中町１－１３－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1462200,177,1 服部歯科医院 〒441-8117 0532-48-3939服部　正 服部　正 昭58. 4. 1歯   診療所
     は豊橋177 豊橋市浜道町薮合２５－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1463200,180,5 上松歯科医院 〒440-0874 0532-54-6570上松　真 上松　真 昭58.10. 1歯   診療所
     は豊橋180 豊橋市東松山町１２５－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1464200,184,7 林歯科医院 〒441-8055 0532-48-1048林　良宣 林　良宣 昭59. 3. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋184 豊橋市柱九番町３１－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1465200,186,2 かとうファミリー歯科〒440-0033 0532-61-9866加藤　よう子 加藤　よう子 昭59. 5. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋186 豊橋市東岩田３－９－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
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 1466200,188,8 大村歯科医院 〒440-0083 0532-55-5535内藤　雅文 内藤　雅文 平 2. 7.17歯   小歯 診療所
     は豊橋188 豊橋市下地町境田６５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1467200,189,6 浦川歯科医院 〒441-8134 0532-25-1181浦川　勝知 浦川　勝知 昭49.10. 1歯   診療所
     は豊橋189 豊橋市植田町車塚４１－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1468200,191,2 青沼歯科医院 〒441-3143 0532-41-0505青沼　東男 青沼　東男 昭60. 2. 1歯   診療所
     は豊橋191 豊橋市大岩町西郷内８５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1469200,192,0 タケオ歯科医院 〒440-0834 0532-63-4551竹尾　明 竹尾　明 昭60. 4. 1歯   診療所
     は豊橋192 豊橋市飯村北２－１２－１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1470200,195,3 しばもと歯科 〒441-8113 0532-46-3633柴本　浩志 柴本　浩志 昭60. 6. 1歯   診療所
     は豊橋195 豊橋市西幸町幸８６－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1471200,197,9 かみのわ歯科医院 〒441-8068 0532-48-0202白井　聖英 白井　聖英 昭60. 8. 1歯   診療所
     は豊橋197 豊橋市神ノ輪町９８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1472200,198,7 小間歯科医院 〒440-0893 0532-53-7208小間　信一 小間　信一 平16. 4. 1歯   診療所
     は豊橋198 豊橋市札木町９４ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1473200,201,9 浅井歯科医院 〒441-3301 0532-23-0023浅井　康年 浅井　康年 平元. 6.19歯   診療所
     は豊橋201 豊橋市老津町字今下４３－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1474200,204,3 天伯歯科医院 〒441-8122 0532-47-1245竹市　嘉幹 竹市　嘉幹 昭61. 6. 1歯   診療所
     は豊橋204 豊橋市天伯町字春日野８２－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1475200,205,0 おおすか歯科 〒440-0072 0532-55-4180安井　裕子 安井　裕子 昭61. 8. 1歯   診療所
     は豊橋205 豊橋市船町８０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1476200,206,8 ばんの歯科 〒440-0831 0532-63-6483伴野　泰弘 伴野　泰弘 平 3. 9. 1歯   診療所
     は豊橋206 豊橋市西岩田６－１８－１２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1477200,207,6 みゆき歯科医院 〒440-0843 0532-63-8300鈴木　充 鈴木　充 昭62. 5. 1歯   診療所
     は豊橋207 豊橋市東幸町大山１６－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1478200,208,4 服部歯科医院 〒440-0874 0532-53-5994服部　茂 服部　茂 平 3.10. 1歯   診療所
     は豊橋208 豊橋市東松山町１３７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1479200,212,6 加藤歯科医院 〒441-8065 0532-48-9981加藤　安男 加藤　安男 昭63. 6. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋212 豊橋市中浜町１９６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1480200,213,4 小笠原歯科医院 〒440-0027 0532-61-9777小笠原　直樹 小笠原　直樹 昭63. 6. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋213 豊橋市多米中町４－２１－２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1481200,214,2 歯科溝口医院 〒440-0054 0532-52-6918溝口　政宏 溝口　政宏 昭63.10. 1歯   診療所
     は豊橋214 豊橋市東田町西前山１４４－４２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1482200,217,5 原歯科医院 〒441-8132 0532-25-5850原　一成 原　一成 平10. 3.20歯   診療所
     は豊橋217 豊橋市南大清水町元町３４７－３常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1483200,218,3 神藤歯科 〒440-0858 0532-63-8155神藤　寿昭 神藤　寿昭 昭64. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊橋218 豊橋市つつじが丘３－３８－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1484200,219,1 ウチダ歯科 〒440-0835 0532-63-1813内田　知 内田　知 昭64. 1. 1歯   診療所
     は豊橋219 豊橋市飯村南４－７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1485200,221,7 向山歯科 〒440-0862 0532-55-1099鈴木　偉大 鈴木　偉大 平元. 4. 1歯   診療所
     は豊橋221 豊橋市向山大池町８－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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 1486200,222,5 すずき歯科クリニック〒441-3155 0532-41-5670鈴木　誠一郎 鈴木　誠一郎 平13. 2. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋222 豊橋市二川町中町１２－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1487200,224,1 亀井歯科医院 〒441-8015 0532-33-0008亀井　達哉 亀井　達哉 平元. 6. 1歯   診療所
     は豊橋224 豊橋市築地町２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1488200,225,8 山田歯科医院 〒440-0862 0532-53-7565山田　享 山田　享 平元. 6. 1歯   診療所
     は豊橋225 豊橋市向山大池町１７－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1489200,227,4 みやもと歯科 〒440-0851 0532-52-8148宮本　裕司 宮本　裕司 平元. 9. 1歯   診療所
     は豊橋227 豊橋市前田南町２－１４－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1490200,228,2 医療法人青林会森歯科〒441-8132 0532-25-3911医療法人青林会　理事森　秀喜 平元. 9. 1歯   診療所
     は豊橋228 医院 豊橋市南大清水町富士見３７９－常　勤:    1長　森　秀喜 現存
     １ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1491200,230,8 医療法人かわい歯科 〒441-8134 0532-25-3315医療法人かわい歯科　河合　茂樹 平元. 9. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋230 豊橋市植田町関取１６－２ 常　勤:    1理事長　河合　茂樹 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1492200,231,6 医療法人みやび会ひき〒440-0805 0532-55-1188医療法人みやび会ひき匹田　雅久 平27. 7.21歯   小歯 歯外診療所
     は豊橋231 た歯科 豊橋市大手町３５ 常　勤:    2た歯科　理事長　匹田 移動 現存
     (歯       2)　雅久 平27. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1493200,232,4 医療法人正眼堂疋田歯〒440-0888 0532-54-1541医療法人正眼堂　理事疋田　淳 平20. 3.11歯   小歯 矯歯診療所
     は豊橋232 科医院 豊橋市駅前大通１－６７ 常　勤:    7長　疋田　淳 移動 現存
     (歯       7) 平26. 3.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1494200,233,2 佐々木歯科医院 〒440-0011 0532-53-6471佐々木　秀佳 佐々木　秀佳 平 2. 4. 1歯   診療所
     は豊橋233 豊橋市牛川通５－５－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1495200,234,0 マツイデンタルクリニ〒441-1115 0532-88-3388松井　知行 松井　知行 平 2. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊橋234 ック 豊橋市石巻本町東野１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1496200,235,7 みなみ歯科クリニック〒441-8152 0532-46-3737大久保　善正 大久保　善正 平 2. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊橋235 豊橋市三本木町元三本木９１－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1497200,236,5 中村歯科医院 〒441-8133 0532-25-2067中村　佳嗣 中村　佳嗣 平 2. 4. 1歯   診療所
     は豊橋236 豊橋市大清水町大清水１２８－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1498200,237,3 医療法人村田小児歯科〒440-0821 0532-61-1414医療法人村田小児歯科村田　起一 平 2. 4. 1矯歯 小歯 診療所
     は豊橋237 豊橋市春日町２－７－１ 常　勤:    2　理事長　村田　格一 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1499200,238,1 医療法人水谷歯科医院〒441-3106 0532-41-6078医療法人水谷歯科医院水谷　年宏 平 2. 7. 1歯   診療所
     は豊橋238 豊橋市中原町東山６８－３１ 常　勤:    1　理事長　水谷　年宏 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1500200,240,7 大須賀歯科クリニック〒440-0873 0532-52-8887大須賀　豊 大須賀　豊 平 2.10. 1歯   診療所
     は豊橋240 豊橋市小畷町３１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1501200,241,5 高柳歯科クリニック 〒440-0834 0532-64-2938高柳　幸司 高柳　幸司 平 3. 1. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋241 豊橋市飯村北１－２－６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1502200,244,9 医療法人森川矯正歯科〒440-0076 0532-55-4118医療法人森川矯正歯科森川　泰 平 4. 1. 1矯歯 診療所
     は豊橋244 クリニック 豊橋市大橋通１－６８　静銀二ッ常　勤:    1クリニック　理事長　 現存
     セイ豊橋ビル８階 (歯       1)森川　泰 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1503200,245,6 朝倉歯科医院 〒441-8016 0532-33-1616朝倉　幹晴 朝倉　幹晴 平 4. 4. 1歯   診療所
     は豊橋245 豊橋市新栄町南小向９－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1504200,246,4 山本歯科医院 〒440-0085 0532-52-8481山本　尚 山本　尚 平 4. 4. 1歯   診療所
     は豊橋246 豊橋市下地町２－３０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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 1505200,247,2 からさわ歯科 〒441-8031 0532-33-1800柄澤　宏文 柄澤　宏文 平 4. 4. 1歯   診療所
     は豊橋247 豊橋市中郷町２７－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1506200,248,0 岡田歯科 〒440-0093 0532-52-2400岡田　良三 岡田　良三 平 4. 6. 1歯   診療所
     は豊橋248 豊橋市横須賀町組替１２－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1507200,249,8 さかうえ歯科医院 〒440-0054 0532-52-6845加藤　正美 加藤　正美 平 4.10. 1歯   矯歯 診療所
     は豊橋249 豊橋市東田町東前山１７－４滝川常　勤:    2 現存
     ビル２階 (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1508200,250,6 まつやま歯科 〒440-0858 0532-64-5955松山　明敬 松山　明敬 平 4.10. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋250 豊橋市つつじが丘２－１－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1509200,251,4 尾崎歯科 〒441-8083 0532-33-3001尾崎　勝己 尾崎　勝己 平 4.11. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋251 豊橋市東脇２－８－６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1510200,252,2 大崎歯科医院 〒441-8073 0532-25-7550門園　孝 門園　孝 平 5. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋252 豊橋市大崎町西里中１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1511200,253,0 むらまつ歯科医院 〒440-0073 0532-56-0015村松　秀彦 村松　秀彦 平 5. 6. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋253 豊橋市湊町４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1512200,254,8 さかまき歯科 〒440-0853 0532-64-6000坂牧　由浩 坂牧　由浩 平 5. 9. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋254 豊橋市佐藤３－１１－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1513200,255,5 あけぼの歯科 〒441-8151 0532-48-5040山本　洋吉 山本　洋吉 平 5.12. 1歯   診療所
     は豊橋255 豊橋市曙町南松原１４６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1514200,257,1 江坂歯科クリニック 〒441-8124 0532-25-7755江坂　匡史 江坂　匡史 平 6. 4. 1歯   診療所
     は豊橋257 豊橋市野依町神明山７０－１　 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1515200,260,5 清水歯科クリニック 〒440-0034 0532-64-8211清水　孝悦 清水　孝悦 平 6.11. 1歯   診療所
     は豊橋260 豊橋市豊岡町１４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
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 1516200,261,3 すぎうら歯科 〒441-8011 0532-33-3171杉浦　英利 杉浦　英利 平 7. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊橋261 豊橋市菰口町５－１５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1517200,264,7 安形歯科医院 〒441-8087 0532-48-2248安形　吉央 安形　吉央 平 7. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊橋264 豊橋市牟呂町百間５８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1518200,265,4 飯田歯科医院 〒441-1115 0532-88-5888飯田　晴康 飯田　晴康 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋265 豊橋市石巻本町市場６５－６４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1519200,267,0 ふたがわ　かわい歯科〒441-3103 0532-41-7052河合　紀彰 河合　紀彰 平 7. 7. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋267 豊橋市雲谷町上ノ山２２９－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1520200,268,8 渡辺歯科医院 〒440-0012 0532-63-8444渡邊　智弘 渡邊　智弘 平 7. 8. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋268 豊橋市東小鷹野４－２２－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1521200,269,6 大久保歯科医院 〒440-0892 0532-55-3637高橋　昌也 高橋　昌也 平 7. 7.25歯   診療所
     は豊橋269 豊橋市新本町１２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1522200,270,4 花中歯科クリニック 〒441-8032 0532-33-5615松尾　篤 松尾　篤 平 8. 1. 1歯   診療所
     は豊橋270 豊橋市花中町８１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1523200,271,2 医療法人高柳歯科医院〒440-0066 0532-61-8988医療法人高柳歯科医院高柳　賢 平 8. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は豊橋271 豊橋市東田町４－５ 常　勤:    1　理事長　高柳　賢 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1524200,273,8 伊藤歯科医院 〒440-0883 0532-52-5446伊藤　雅則 伊藤　雅則 平 8.10.21歯   診療所
     は豊橋273 豊橋市新川町５５－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.10.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1525200,274,6 木村歯科医院 〒441-3122 0532-21-3767木村　努 木村　努 平 9. 1. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋274 豊橋市小島町荒巻１５２，１５３常　勤:    1 新規 現存
     －１，１５４－２ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1526200,275,3 若林歯科医院 〒441-8151 0532-48-3767医療法人明志会　理事若林　一夫 平 9. 1. 1歯   歯外 診療所
     は豊橋275 豊橋市曙町若松１１８－２ 常　勤:    1長　若林　一夫 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1527200,276,1 村田矯正歯科 〒440-0888 0532-53-0401村田　悟 村田　悟 平 9. 4. 1矯歯 診療所
     は豊橋276 豊橋市駅前大通１－４６－１　豊常　勤:    1 新規 現存
     鉄ターミナルビル３階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1528200,278,7 菅沼矯正歯科 〒440-0806 0532-53-4819医療法人菅沼矯正歯科菅沼　興明 平 9. 4. 1矯歯 診療所
     は豊橋278 豊橋市八町通３ー１２ー３ 常　勤:    1　理事長　菅沼　興明 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1529200,279,5 いとう歯科 〒441-8149 0532-45-3157伊藤　健二 伊藤　健二 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋279 豊橋市中野町野中９－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1530200,280,3 あさひな歯科 〒441-8003 0532-33-9233朝比奈　義明 朝比奈　義明 平 9. 5. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋280 豊橋市小向町蜂ケ尻３９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1531200,281,1 有賀歯科医院 〒441-8071 0532-38-0024有賀　正典 有賀　正典 平 9. 5. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋281 豊橋市大山町上青尻１８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1532200,282,9 山本歯科 〒441-8089 0532-32-0808山本　圭三 山本　圭三 平 9. 9. 1歯   診療所
     は豊橋282 豊橋市牟呂大西町　３ー８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1533200,283,7 草間デンタルクリニッ〒441-8141 0532-37-7007医療法人山内歯科医院大住　敦 平 9.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊橋283 ク 豊橋市草間町平南１－１ 常　勤:    1　理事長　山内　公一 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1534200,284,5 伊藤歯科医院 〒441-8108 0532-45-5387伊藤　達也 伊藤　達也 平10. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊橋284 豊橋市町畑町森田６９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1535200,285,2 酒井歯科クリニック 〒440-0838 0532-65-0150酒井　利政 酒井　利政 平10. 3. 1歯   診療所
     は豊橋285 豊橋市三ノ輪町２－９６－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
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 1536200,287,8 中野歯科医院 〒440-0897 0532-52-3433中野　和彦 中野　和彦 平10. 2.15歯   診療所
     は豊橋287 豊橋市松葉町３－９２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1537200,291,0 鈴木歯科医院 〒440-0874 0532-52-7091鈴木　昭生 鈴木　昭生 平10.11. 1歯   診療所
     は豊橋291 豊橋市東松山町２１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1538200,293,6 まつい歯科 〒440-0004 0532-65-8500松井　康真 松井　康真 平11.10. 1歯   診療所
     は豊橋293 豊橋市忠興２－９－４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1539200,294,4 近藤歯科医院 〒441-8014 0532-34-3222近藤　裕之 近藤　裕之 平11.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊橋294 豊橋市花田二番町１５８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1540200,295,1 はが歯科クリニック 〒441-0152 0532-35-0108芳賀　弘始 芳賀　弘始 平11.11. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋295 豊橋市前芝町東塩２４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1541200,296,9 医療法人中島歯科医院〒440-0014 0532-63-0122医療法人中島歯科医院中島　章雄 平12. 1. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋296 豊橋市南牛川１－８－１０ 常　勤:    2　理事長　中島　章雄 組織変更 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1542200,297,7 すがぬま歯科 〒440-0843 0532-65-8800菅沼　健二 菅沼　健二 平12. 3.31歯   小歯 矯歯診療所
     は豊橋297 豊橋市東幸町東明５３－６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1543200,298,5 斉藤歯科医院 〒440-0863 0532-61-8228齋藤　伸明 齋藤　伸明 平12. 5. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋298 豊橋市向山東町１７－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1544200,299,3 きよた歯科 〒441-8141 0532-38-8681清田　和彦 清田　和彦 平12. 6. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋299 豊橋市草間町東山１３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1545200,300,9 太田歯科医院 〒440-0058 0532-52-4751太田　和宏 太田　和宏 平12. 8. 9歯   診療所
     は豊橋300 豊橋市旭本町２７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 8. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1546200,303,3 こぬま歯科クリニック〒440-0033 0532-66-5667小沼　孝人 小沼　孝人 平14. 5. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋303 豊橋市東岩田２－１８－１９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1547200,304,1 たかぎ歯科 〒441-8077 0532-34-0510髙城　周作 髙城　周作 平15. 3. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋304 豊橋市神野新田町ハノ割１－５１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1548200,305,8 杉田歯科医院 〒440-0875 0532-55-5600杉田　育紀 杉田　育紀 平15. 2.26歯   小歯 矯歯診療所
     は豊橋305 豊橋市中松山町５５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 2.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1549200,309,0 こんどう歯科 〒441-8057 0532-38-8922近藤　則彦 近藤　則彦 平15. 9. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋309 豊橋市柱七番町９３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1550200,311,6 あがた歯科医院 〒440-0832 0532-69-1180安形　友良 安形　友良 平15.10. 1歯   診療所
     は豊橋311 豊橋市中岩田２－２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1551200,314,0 加子歯科医院 〒440-0862 0532-63-7777神谷　仁 神谷　仁 平16. 7. 1歯   診療所
     は豊橋314 豊橋市向山大池町１５－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1552200,315,7 おかもと歯科医院 〒441-8122 0532-39-1411岡本　哲 岡本　哲 平17. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は豊橋315 豊橋市天伯町天伯１１７－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1553200,316,5 医療法人Ｋ’ｓ　Ｄｅ〒441-8014 0532-31-8417医療法人Ｋ’ｓ　Ｄｅ小出　直弘 平17. 4.11歯   歯外 矯歯診療所
     は豊橋316 ｎｔａｌ　Ｃｌｉｎｉ豊橋市花田二番町１００ 常　勤:    1ｎｔａｌ　Ｃｌｉｎｉ 組織変更 小歯 現存
     ｃ (歯       1)ｃ　理事長　小出　直 平29. 4.11
     弘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1554200,317,3 きたやま歯科クリニッ〒441-8106 0532-39-1415加藤　武伯 加藤　武伯 平17. 5. 1歯   診療所
     は豊橋317 ク 豊橋市弥生町松原４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1555200,318,1 ヒロデンタルクリニッ〒441-8104 0532-48-0648医療法人社団ヒロデン杉江　秀男 平17. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊橋318 ク 豊橋市山田二番町３２ＴＹマンシ常　勤:    5タルクリニック　理事 組織変更 歯外 現存
     ョン１階 (歯       5)長　杉江　泰仁 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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 1556200,319,9 森歯科 〒441-3302 0532-23-6489森　篤志 森　篤志 平17. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は豊橋319 豊橋市杉山町いずみが丘４３－５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1557200,320,7 村木デンタルオフィス〒440-0864 0532-51-6480村木　宏 村木　宏 平17. 9. 1歯   診療所
     は豊橋320 豊橋市向山町中畑１３－１マイル常　勤:    1 新規 現存
     ストーンビル２階－Ｃ (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1558200,321,5 キララ歯科 〒441-3147 0532-65-7566医療法人キララ歯科　相澤　整 平17.10. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋321 豊橋市大岩町境目２５－１０８ 常　勤:    2理事長　相澤　整 組織変更 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1559200,323,1 東脇デンタルクリニッ〒441-8083 0532-34-0302松原　洋樹 松原　洋樹 平18. 5. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋323 ク 豊橋市東脇３－２２－４ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1560200,325,6 清水歯科医院 〒441-8083 0532-31-2924清水　泰 清水　泰 平18.11. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋325 豊橋市東脇４－２１－１７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1561200,326,4 歯科小林医院 〒440-0077 0532-57-6880小林　延彦 小林　延彦 平19. 3. 1歯   診療所
     は豊橋326 豊橋市南島町１－６７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1562200,328,0 あしはら歯科医院 〒441-8155 0532-29-8355古西　香保里 古西　香保里 平19.11. 1歯   診療所
     は豊橋328 豊橋市芦原町嵩山地２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1563200,329,8 うちやま歯科クリニッ〒440-0864 0532-61-0008内山　道郎 内山　道郎 平22. 7. 5歯   診療所
     は豊橋329 ク 豊橋市向山町川北１９－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1564200,330,6 白井歯科医院 〒441-8026 0532-33-4180白井　万晶 白井　万晶 平20. 1. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋330 豊橋市羽根井西町３－７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1565200,331,4 カワイ歯科クリニック〒441-8033 0532-47-4811河合　研一郎 河合　研一郎 平20.12. 1歯   診療所
     は豊橋331 豊橋市入船町５８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1566200,332,2 わたつ橋歯科医院 〒441-8006 0532-32-6377浅野　敬太 浅野　敬太 平21. 1. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋332 豊橋市高洲町高洲１５９ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1567200,334,8 さくら歯科クリニック〒440-0851 0532-52-8050藤城　治義 藤城　治義 平21. 7. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋334 豊橋市前田南町１－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1568200,335,5 寺田歯科医院 〒441-8134 0532-39-5541寺田　直記 寺田　直記 平21. 8. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋335 豊橋市植田町神戸坂４４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1569200,336,3 やまざき歯科クリニッ〒440-0816 0532-54-8635山崎　敦史 山崎　敦史 平21. 7.30歯   診療所
     は豊橋336 ク 豊橋市談合町１２３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 7.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1570200,337,1 加藤歯科医院 〒440-0804 0532-52-5694内藤　典愛 内藤　典愛 平21.10. 1歯   診療所
     は豊橋337 豊橋市呉服町４２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1571200,339,7 豊橋駅前歯科・矯正歯〒440-0888 0532-54-5086大道　貞祥 大道　貞祥 平21.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊橋339 科 豊橋市駅前大通１－４７ユタカビ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ル５階 (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1572200,340,5 鈴木歯科医院 〒440-0885 0532-52-6827鈴木　研二 鈴木　研二 平22. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊橋340 豊橋市中柴町６５ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1573200,341,3 城所歯科医院 〒440-0076 0532-52-4507城所　貴 城所　貴 平22. 1. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋341 豊橋市大橋通１－１７－２ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1574200,343,9 松井歯科医院 〒441-8125 0532-25-8818医療法人松井歯科医院松井　和博 平22. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊橋343 豊橋市野依台１－３４－１ 常　勤:    5　理事長　松井　和博 組織変更 現存
     (歯       5) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1575200,344,7 山本歯科医院 〒440-0881 0532-53-2811山本　隆司 山本　隆司 平22. 5. 1歯   診療所
     は豊橋344 豊橋市広小路３－１１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
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 1576200,345,4 赤西デンタルクリニッ〒441-8124 0532-26-0080医療法人檸檬会　理事鈴木　規夫 平22. 7. 1歯   矯歯 診療所
     は豊橋345 ク 豊橋市野依町神明山６３－１ 常　勤:    1長　鈴木　規夫 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1577200,346,2 丸尾歯科クリニック 〒440-0804 0532-52-1825丸尾　英 丸尾　英 平22.12. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋346 豊橋市呉服町６２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1578200,347,0 はる歯科クリニックは〒441-8117 0532-29-4182春藤　真知子 春藤　真知子 平23. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊橋347 まみち 豊橋市浜道町北側８４－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1579200,348,8 すずきファミリー歯科〒441-8112 0532-39-8400鈴木　郁元 鈴木　郁元 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋348 豊橋市牧野町１８９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1580200,349,6 中村歯科 〒441-3152 0532-41-8555中村　文昭 中村　文昭 平23. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊橋349 豊橋市二川町南裏１９－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1581200,350,4 ＴＺデンタルクリニッ〒440-0833 0532-39-8148瀧澤　利光 瀧澤　利光 平23. 4. 1歯   歯外 診療所
     は豊橋350 ク 豊橋市飯村町高山１８２－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1582200,351,2 医療法人三宅歯科医院〒440-0076 0532-55-5585医療法人三宅歯科医院三宅　唯夫 平24. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊橋351 豊橋市大橋通２－１２４－１ 常　勤:    3　理事長　三宅　唯夫 組織変更 現存
     (歯       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1583200,353,8 つばさ歯科 〒441-8019 0532-39-7182羽田野　敬彦 羽田野　敬彦 平24.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     は豊橋353 豊橋市花田町越水１２４－１ウイ常　勤:    1 新規 現存
     ングコート　花田タウン２ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1584200,356,1 村松歯科医院 〒441-8061 0532-37-5333医療法人村松歯科医院村松　郁朗 平26. 1. 6歯   小歯 矯歯診療所
     は豊橋356 豊橋市藤沢町１３５ 常　勤:    1　理事長　村松　郁朗 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1585200,357,9 三本木歯科矯正歯科 〒441-8152 0532-45-5005井野　高利 井野　高利 平26. 4. 1歯   矯歯 診療所
     は豊橋357 豊橋市三本木町新三本木８－２ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1586200,358,7 スマイルデンタルクリ〒441-8063 0532-46-9688医療法人スマイルデン津嶋　邦崇 平26. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊橋358 ニック 豊橋市橋良町向山２０－１ 常　勤:    1タルクリニック　理事 組織変更 現存
     (歯       1)長　津嶋　邦崇 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1587200,361,1 かりん歯科 〒441-8157 0532-46-4855松井　香苗 松井　香苗 平27. 1. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋361 豊橋市上野町上野１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1588200,362,9 五十嵐歯科医院 〒441-8087 0532-48-5354医療法人五十嵐歯科医五十嵐　武 平27. 1. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋362 豊橋市牟呂町中西１７－１３３ 常　勤:    1院　理事長　五十嵐　 組織変更 現存
     (歯       1)武 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1589200,363,7 東田いしはら・デンタ〒440-0068 0532-64-8018医療法人ＩＤＣ　理事石原　常男 平27. 4. 1歯   診療所
     は豊橋363 ルクリニック 豊橋市東郷町７０ 常　勤:    3長　石原　常男 組織変更 現存
     (歯       3) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1590200,364,5 豊橋歯科 〒441-8152 0532-45-1118伊藤　公明 伊藤　公明 平27. 6. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋364 豊橋市三本木町新三本木４４－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1591200,367,8 坂根歯科医院 〒440-0025 0532-63-2032坂根　瑞 坂根　瑞 平27. 9.28歯   小歯 歯外診療所
     は豊橋367 豊橋市井原町１５０－３ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平27. 9.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1592200,368,6 おおすみ歯科 〒441-8132 0532-26-0035医療法人おおすみ歯科大隅　省 平28. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊橋368 豊橋市南大清水町元町４００－１常　勤:    1　理事長　大隅　省 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1593200,370,2 山本歯科医院 〒440-0865 0532-53-5316山本　憲利 山本　憲利 平28. 4. 3歯   歯外 診療所
     は豊橋370 豊橋市向山台町８－４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1594200,371,0 おの歯科クリニック 〒440-0814 0532-39-8469小野　勇太 小野　勇太 平28. 5. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋371 豊橋市前田町２－１８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1595200,372,8 豊橋市休日夜間・障害〒441-8149 0532-39-9177豊橋市長　佐原　光一山口　堅三 平28. 4. 1歯   診療所
     は豊橋372 者歯科診療所 豊橋市中野町中原１００ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:  140
     (歯     140)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1596200,373,6 高師ほんごう歯科クリ〒441-8153 0532-39-8220田中　文治 田中　文治 平28. 6. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋373 ニック 豊橋市高師本郷町北浦６１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1597200,374,4 あい訪問歯科クリニッ〒440-0886 090-9174-0118一瀬　浩隆 一瀬　浩隆 平28. 9. 1歯   診療所
     は豊橋374 ク 豊橋市東小田原町１林ビル２階 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1598200,375,1 医療法人積善会　クレ〒440-0864 0532-39-9977医療法人積善会　理事中尾　紘一郎 平28.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊橋375 サ歯科 豊橋市向山町三ノ輪１３－１ 常　勤:    1長　石田　好美 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1599200,376,9 長谷川歯科医院 〒440-0806 0532-52-4661長谷川　充 長谷川　充 平29. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊橋376 豊橋市八町通４－６５ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1600200,378,5 ハエル歯科クリニック〒440-0837 0532-21-5666畑野　尊栄 畑野　尊栄 平29. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊橋378 豊橋市三ノ輪町本興寺２－３５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1601200,379,3 山本歯科医院 〒441-8113 0532-46-2301山本　恭子 山本　恭子 平28.12.25歯   診療所
     は豊橋379 豊橋市西幸町古並３３－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1602200,380,1 あらい歯科 〒440-0038 0532-62-1182医療法人　陽翔会　理新井　大介 平29. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊橋380 豊橋市平川本町２－４－１６ 常　勤:    4事長　新井　大介 組織変更 歯外 現存
     (歯       4) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1603200,381,9 大野歯科クリニック 〒440-0864 0532-39-3311大野　繁夫 大野　繁夫 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は豊橋381 豊橋市向山町三ノ輪１３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1604200,383,5 まつば藤城歯科医院 〒440-0897 0532-53-3535医療法人誠流会　理事藤城　直也 平29. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊橋383 豊橋市松葉町３－５９ 常　勤:    3長　藤城　直也 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平29. 7. 1
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 1605200,384,3 Ｓｎｏｗ　Ｗｈｉｔｅ〒440-0876 0532-54-8686中村　麻理 中村　麻理 平29. 6.29歯   診療所
     は豊橋384 　デンタルスペース 豊橋市西松山町３レジェンドビル常　勤:    1 交代 現存
     ２階 (歯       1) 平29. 6.29
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1606200,385,0 よしだがたファミリー〒441-8002 0532-32-6628医療法人ほのくに会　山口　真史 平29.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊橋385 歯科クリニック 豊橋市吉川町１０５－４ 常　勤:    2理事長　山口　真史 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1607200,387,6 彦坂歯科医院 〒440-0888 0532-52-4393彦坂　達也 彦坂　達也 平30. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は豊橋387 豊橋市駅前大通３－３７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1608200,388,4 酒井歯科医院 〒440-0806 0532-52-6044酒井　淳 酒井　淳 平30. 1. 1歯   診療所
     は豊橋388 豊橋市八町通１－３０ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1609200,389,2 藤城歯科医院 〒440-0887 0532-54-5943医療法人佳道会　理事藤城　道義 平30. 1. 1歯   小歯 診療所
     は豊橋389 豊橋市西小田原町７５ 常　勤:    3長　藤城　道義 組織変更 現存
     (歯       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1610200,391,8 豊橋歯科医院 〒441-8012 0532-34-2550片山　ナナ 片山　ナナ 平30. 2. 1歯   診療所
     は豊橋391 豊橋市羽田町９２城海津ハイツⅡ常　勤:    1 新規 現存
     １階Ｂ (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1611200,392,6 豊橋キッズデンタルク〒440-0864 0532-39-7680医療法人　Ｂｒｉｇｈ中野　崇 平30. 4. 1小歯 他   診療所
     は豊橋392 リニック 豊橋市向山町塚南１４－４向山フ常　勤:    2ｔ　Ｂｅａｎｓ　理事 組織変更 小児矯正歯科 現存
     ォレスタＤＵＥ２階 (歯       2)長　中野　崇 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1612200,393,4 しばやま歯科クリニッ〒440-0827 0532-69-3770医療法人　Ｓ　ＤＥＮ柴山　隆洋 平30. 4. 1歯   診療所
     は豊橋393 ク 豊橋市池見町６７ 常　勤:    1ＴＡＬ　理事長　柴山 組織変更 現存
     (歯       1)　隆洋 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1613210,048,2 畔柳歯科医院 〒444-0860 0564-22-1768畔柳　マユミ 畔柳　マユミ 昭39. 7. 1歯   診療所
     は岡崎48 岡崎市明大寺本町４－３３　冨士常　勤:    1 現存
     ビル内３階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1614210,073,0 かとう歯科医院 〒444-0014 0564-23-2101加藤　孝史 加藤　孝史 昭46.12.25歯   診療所
     は岡崎73 岡崎市若宮町２－４４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1615210,080,5 大和田歯科医院 〒444-2121 0564-21-0617大和田　哲 大和田　哲 昭49. 2. 1歯   診療所
     は岡崎80 岡崎市鴨田町荒子１５－２ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1616210,081,3 小島歯科診療所 〒444-3505 0564-48-4057小島　邦男 小島　邦男 昭49. 5. 1歯   診療所
     は岡崎81 岡崎市本宿町字梨ノ木９－９５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1617210,087,0 第二杉山歯科医院 〒444-0079 0564-21-3418杉山　隆章 杉山　隆章 昭51. 7. 1歯   矯歯 診療所
     は岡崎87 岡崎市石神町９－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1618210,093,8 神谷歯科医院 〒444-2149 0564-45-5617神谷　誠 神谷　誠 昭53. 6. 1歯   診療所
     は岡崎93 岡崎市細川町長原５２－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1619210,096,1 竹内歯科医院 〒444-0044 0564-22-0285竹内　洋次 竹内　洋次 昭55.11. 1歯   診療所
     は岡崎96 岡崎市康生通南１－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1620210,098,7 加藤歯科室 〒444-0057 0564-24-0711加藤　厚 加藤　厚 昭53.11. 1歯   矯歯 診療所
     は岡崎98 岡崎市材木町１－２３　コメルス常　勤:    1 現存
     ビル３階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1621210,099,5 中村歯科医院 〒444-0858 0564-53-6733中村　隆之 中村　隆之 昭53.11. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎99 岡崎市上六名３－１３－１３　浅常　勤:    1 現存
     井ビル１階 (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1622210,100,1 倉橋歯科医院 〒444-0014 0564-24-1131倉橋　敏幸 倉橋　敏幸 昭53.12. 1歯   診療所
     は岡崎100 岡崎市若宮町３－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1623210,106,8 須賀歯科医院 〒444-0064 0564-21-8090須賀　均 須賀　均 平29. 3.30歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎106 岡崎市城北町９－８ 常　勤:    3 移動 歯外 現存
     (歯       3) 平29. 3.30
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 1624210,107,6 中岡崎歯科 〒444-0921 0564-21-0155船川　芳洋 船川　芳洋 平11. 4. 1歯   診療所
     は岡崎107 岡崎市中岡崎町４－１４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1625210,108,4 柏木歯科 〒444-0905 0564-31-5766柏木　博行 柏木　博行 昭55. 5. 1歯   診療所
     は岡崎108 岡崎市宇頭町字山の神４０－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1626210,109,2 山本歯科医院 〒444-2134 0564-21-3367山本　英治 山本　英治 昭55. 5. 1歯   診療所
     は岡崎109 岡崎市大樹寺３－２－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1627210,111,8 エンゼル歯科・矯正歯〒444-2122 0564-24-5612志村　健 志村　健 平 5.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は岡崎111 科 岡崎市鴨田本町５－８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1628210,115,9 林歯科医院 〒444-0008 0564-22-6480林　雅人 林　雅人 昭55.11. 1歯   診療所
     は岡崎115 岡崎市洞町東前田３－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1629210,116,7 おかしか 〒444-2149 0564-45-7661岡　宗一 岡　宗一 昭55.12. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎116 岡崎市細川町窪地７７－２１０ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1630210,117,5 大河内歯科医院 〒444-0825 0564-53-1818大河内　克彦 大河内　克彦 昭55.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は岡崎117 岡崎市福岡町岩崎２０－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1631210,118,3 金山歯科医院 〒444-0226 0564-43-4178金山　敏治 金山　敏治 昭56. 2. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎118 岡崎市中島町上町１０２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1632210,124,1 渡辺歯科医院 〒444-0822 0564-54-0211渡辺　時啓 渡辺　時啓 昭57. 5. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎124 岡崎市若松東１－２－８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1633210,127,4 杉田歯科 〒444-0032 056-423-5511杉田　公平 杉田　公平 昭57.10. 1歯   診療所
     は岡崎127 岡崎市門前町５１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1634210,131,6 柴田歯科医院 〒444-0804 0564-51-5142柴田　嘉市 柴田　嘉市 昭58. 1.10歯   診療所
     は岡崎131 岡崎市美合町生田２３４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1635210,133,2 栗田歯科医院 〒444-0801 0564-54-0064栗田　智 栗田　智 昭58. 4. 1歯   診療所
     は岡崎133 岡崎市美合新町１２－２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1636210,134,0 米崎歯科医院 〒444-0823 0564-54-0880米崎　慎一 米崎　慎一 昭58. 5. 1歯   診療所
     は岡崎134 岡崎市上地２－１７－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1637210,135,7 田中小児歯科 〒444-0071 0564-22-3000田中　敏博 田中　敏博 昭58. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は岡崎135 岡崎市稲熊町４－１２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1638210,137,3 水越歯科医院 〒444-2148 0564-45-7771水越　常善 水越　常善 昭58. 5. 1歯   診療所
     は岡崎137 岡崎市仁木町川越２１４－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1639210,139,9 みずの歯科医院 〒444-0877 0564-58-3555水野　豊樹 水野　豊樹 平 5.10. 1歯   診療所
     は岡崎139 岡崎市竜美旭町１１－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1640210,140,7 水野歯科医院 〒444-0947 0564-32-1123水野　秀樹 水野　秀樹 昭59. 1. 1歯   診療所
     は岡崎140 岡崎市西本郷町宮地１３－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1641210,141,5 村田歯科 〒444-0244 0564-43-3233村田　公成 村田　公成 平28. 7.27歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎141 岡崎市下青野町番城７－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28. 7.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1642210,146,4 水谷歯科医院 〒444-3174 0564-25-1411水谷　圭秀 水谷　圭秀 昭59. 7. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎146 岡崎市真伝町魂場５６－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1643210,147,2 真伝歯科 〒444-3174 0564-46-4011岩本　幸也 岩本　幸也 昭59.12. 1歯   診療所
     は岡崎147 岡崎市真伝町寒風７－１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1644210,151,4 浅井歯科医院 〒444-0875 0564-53-6272浅井　章 浅井　章 昭60. 7. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎151 岡崎市竜美西１－６－８ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平24. 7. 1
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 1645210,154,8 つちや歯科 〒444-0034 0564-25-2881土屋　浩光 土屋　浩光 昭61. 3. 1歯   診療所
     は岡崎154 岡崎市十王町１－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1646210,155,5 小林歯科医院 〒444-0071 0564-25-3588小林　康彦 小林　康彦 昭61. 9. 1歯   診療所
     は岡崎155 岡崎市稲熊町後田１２－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1647210,158,9 おおた歯科 〒444-3505 0564-48-6800太田　好輝 太田　好輝 昭61.10. 1歯   診療所
     は岡崎158 岡崎市本宿町一里山４１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1648210,159,7 岸本歯科 〒444-0821 0564-53-6181岸本　卓 岸本　卓 昭62. 4. 1歯   診療所
     は岡崎159 岡崎市庄司田３－９－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1649210,162,1 医療法人清雅会シバタ〒444-0838 0564-51-1114医療法人清雅会　理事早川　安光 昭62. 4. 1一般         3診療所
     は岡崎162 歯科 岡崎市羽根西２－６－７ 常　勤:   12長　柴田　尚子 歯   小歯 矯歯現存
     (歯      12) 平29. 4. 1歯外 
     非常勤:   16
     (医       1)
     (歯      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1650210,163,9 神谷浩歯科医院 〒444-0071 0564-24-8282神谷　浩 神谷　浩 昭62. 5. 1歯   診療所
     は岡崎163 岡崎市稲熊町４－５３－５ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1651210,164,7 岡崎歯科総合センター〒444-0015 0564-21-0501一般社団法人岡崎歯科和田　昭 平20. 4. 1歯   診療所
     は岡崎164 岡崎市中町４－６－２ 常　勤:    1医師会　会長　藤原　 移動 現存
     (歯       1)正寛 平26. 4. 1
     非常勤:  149
     (歯     149)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1652210,166,2 フタバ歯科医院 〒444-0005 0564-54-7337稲嶋　義幸 稲嶋　義幸 昭62.10. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎166 岡崎市岡町南久保２５－２，２６常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1653210,168,8 織田歯科医院 〒444-0071 0564-25-1818織田　重己 織田　重己 昭62.11. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎168 岡崎市稲熊町８－４０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1654210,169,6 安達歯科医院 〒444-0043 0564-26-1131安達　義弘 安達　義弘 昭63. 6. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎169 岡崎市唐沢町１－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
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 1655210,170,4 京田歯科医院 〒444-2144 0564-45-2102京田　典子 京田　典子 昭63. 9. 1歯   診療所
     は岡崎170 岡崎市岩津町申堂２－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1656210,172,0 横田歯科医院 〒444-0007 0564-25-2317横田　守広 横田　守広 昭63.11. 1歯   診療所
     は岡崎172 岡崎市大平町家下２７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1657210,173,8 三浦歯科 〒444-0938 0564-32-4833三浦　美由貴 三浦　美由貴 平21.12. 1小歯 歯   診療所
     は岡崎173 岡崎市昭和町上川田９－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1658210,175,3 むつな歯科医院 〒444-0856 0564-52-9070田中　浩之 田中　浩之 平元. 6. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎175 岡崎市六名２－１０－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1659210,176,1 三井歯科医院 〒444-0873 0564-54-8211三井　康義 三井　康義 平元. 6. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎176 岡崎市竜美台１－７－１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1660210,177,9 医療法人市川歯科医院〒444-0058 0564-21-5855医療法人市川歯科医院市川　裕康 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎177 岡崎市魚町１－１１ 常　勤:    1　理事長　市川　裕康 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1661210,178,7 太田歯科医院 〒444-0076 0564-25-5506太田　眞吉 太田　眞吉 平元. 8. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎178 岡崎市井田町３－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1662210,179,5 なべた歯科 〒444-0837 0564-55-1515鍋田　幸宏 鍋田　幸宏 平元. 8. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎179 岡崎市柱３－１１－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1663210,180,3 太田歯科医院 〒444-2145 0564-45-7744太田　憲明 太田　憲明 平元. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は岡崎180 岡崎市東蔵前２－２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1664210,181,1 医療法人川部歯科医院〒444-0821 0564-53-2160医療法人川部歯科医院川部　修二 平元.10. 1歯   診療所
     は岡崎181 岡崎市庄司田１－１３－１１ 常　勤:    1　理事長　川部　修二 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1665210,182,9 医療法人司翔会司歯科〒444-0823 0564-54-3117医療法人司翔会　理事畔柳　司 平元.10. 1歯   診療所
     は岡崎182 医院 岡崎市上地１－１５－９ 常　勤:    1長　畔栁　司 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
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 1666210,183,7 医療法人　宮野歯科 〒444-0038 0564-24-0321医療法人宮野歯科　理宮野　貴彦 平23. 2. 9歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎183 岡崎市伝馬通１－９ 常　勤:    2事長　宮野　貴彦 移動 現存
     (歯       2) 平29. 2. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1667210,184,5 医療法人　近藤歯科医〒444-2132 0564-21-3456医療法人近藤歯科医院近藤　重和 平 2. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎184 院 岡崎市井ノ口新町１２－１９ 常　勤:    3　理事長　近藤　重和 歯外 現存
     (歯       3) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1668210,185,2 医療法人清和会和田歯〒444-0226 0564-43-4868医療法人清和会和田歯和田　昭 平 2. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎185 科医院 岡崎市中島町小園３８－４ 常　勤:    3科医院　理事長　和田 現存
     (歯       3)　昭 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1669210,186,0 織田歯科医院 〒444-3522 0564-48-7775織田　盛久 織田　盛久 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎186 岡崎市藤川台３－１１７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1670210,189,4 島田歯科医院 〒444-0009 0564-25-7300島田　裕志 島田　裕志 平 3. 5. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎189 岡崎市小呂町１－７６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1671210,191,0 医療法人カワムラ歯科〒444-0201 0564-54-3688医療法人カワムラ歯科川村　嘉康 平 3. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎191 医院 岡崎市上和田町北天白２８ 常　勤:    1医院　理事長　川村　 歯外 現存
     (歯       1)嘉康 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1672210,192,8 うちだ歯科 〒444-3511 0564-48-7770内田　恭裕 内田　恭裕 平 3. 6. 1歯   診療所
     は岡崎192 岡崎市舞木町市場６５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1673210,193,6 牧野歯科付属矯正クリ〒444-2137 0564-25-8822牧野　正 牧野　正 平 3. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は岡崎193 ニック 岡崎市薮田１－１７－１６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1674210,194,4 医療法人緑丘歯科医院〒444-0806 0564-54-1817医療法人緑丘歯科医院鈴木　崇儀 平 7. 4.14歯   小歯 歯外診療所
     は岡崎194 岡崎市緑丘３－３－６ 常　勤:    1　理事長　鈴木　崇儀 移動 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1675210,195,1 アイル矯正歯科 〒444-0044 0564-24-4188医療法人えがお　理事山口　英治 平 4. 2.18矯歯 診療所
     は岡崎195 岡崎市康生通南２－３０　東海保常　勤:    2長　山口　英治 現存
     険・ガーデンビル２階 (歯       2) 平28. 2.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1676210,200,9 すずき歯科医院 〒444-0943 0564-31-1211鈴木　直博 鈴木　直博 平 4. 6. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎200 岡崎市矢作町字切戸６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
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 1677210,202,5 医療法人翔友会永坂歯〒444-0815 0564-51-3813医療法人翔友会　理事永坂　佳規 平 4. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎202 科クリニック 岡崎市羽根町陣場１７３ 常　勤:    1長　永坂　佳規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1678210,203,3 医療法人愛成会すずき〒444-0247 0564-43-1616医療法人愛成会　理事鈴木　康裕 平 4.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は岡崎203 歯科医院 岡崎市下三ツ木町西ノ宮４５－１常　勤:    1長　鈴木　康裕 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1679210,204,1 片山歯科医院 〒444-2115 0564-28-3533片山　善豊 片山　善豊 平 4.11. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎204 岡崎市百々町東側２６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1680210,206,6 ナベタ小児歯科 〒444-0875 0564-54-0868医療法人ナベタ小児歯鍋田　和孝 平 5. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は岡崎206 岡崎市竜美西２－９－１ 常　勤:    1科　理事長　鍋田　和 現存
     (歯       1)孝 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1681210,207,4 堀歯科 〒444-0840 0564-54-5151堀　賢治 堀　賢治 平 5. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は岡崎207 岡崎市戸崎町牛転１０－５３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1682210,208,2 ふかだ歯科医院 〒444-0014 0564-26-4800深田　康之 深田　康之 平 5. 7. 1歯   診療所
     は岡崎208 岡崎市若宮町３－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1683210,212,4 おかざき歯科 〒444-0855 0564-58-3069岡崎　正明 岡崎　正明 平 6. 2. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎212 岡崎市真宮町３－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1684210,214,0 医療法人内田歯科医院〒444-0864 0564-55-0377医療法人内田歯科医院内田　裕 平12.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎214 岡崎市明大寺町長泉１９ 常　勤:    1　理事長　内田　裕 移動 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1685210,215,7 ほっしょうじ歯科 〒444-0206 0564-54-5956近藤　俊明 近藤　俊明 平 6. 5. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎215 岡崎市法性寺町柳之内１１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1686210,216,5 永井歯科室 〒444-0874 0564-55-8871永井　伸幸 永井　伸幸 平 6. 5. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎216 岡崎市竜美南１－６－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
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 1687210,217,3 医療法人金原歯科医院〒444-0864 0564-24-8230医療法人金原歯科医院金原　良博 平 6. 7. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎217 岡崎市明大寺町川端２０－２大竹常　勤:    1　理事長　金原　良博 組織変更 現存
     ビル４階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1688210,218,1 島田歯科医院 〒444-0918 0564-28-2229島田　孝志 島田　孝志 平 6.12. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎218 岡崎市日名中町１７－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1689210,219,9 天野歯科 〒444-0813 0564-51-4146医療法人天野歯科　理天野　一太 平 7. 1. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎219 岡崎市羽根町東ノ郷６－５ 常　勤:    3事長　天野　一太 組織変更 現存
     (歯       3) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1690210,221,5 医療法人グリーン歯科〒444-2121 0564-22-8822医療法人グリーン歯科藤原　康史 平 7. 1. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎221 グリーン歯科医院 岡崎市鴨田町北魂場５－２ 常　勤:    1　理事長　藤原　康史 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1691210,222,3 丸山ファミリー歯科 〒444-3505 0564-48-4152丸山　健 丸山　健 平 7. 4. 1歯   診療所
     は岡崎222 岡崎市本宿町後田２１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1692210,225,6 前川歯科 〒444-0821 0564-54-3600前川　和也 前川　和也 平 7. 7. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎225 岡崎市庄司田１－５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1693210,227,2 たかせ歯科 〒444-0823 0564-54-8217高瀬　直樹 高瀬　直樹 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎227 岡崎市上地１－３８－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1694210,230,6 橋本歯科医院 〒444-0837 0564-58-5985橋本　研 橋本　研 平 8. 5. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎230 岡崎市柱１－２－１ＨＡＫビル２常　勤:    1 新規 現存
     階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1695210,231,4 加藤歯科クリニック 〒444-0007 0564-23-1212加藤　真 加藤　真 平 8. 6. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎231 岡崎市大平町沢添２５－１ 新規 現存
     平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1696210,232,2 鶴田歯科医院 〒444-0943 0564-31-3576鶴田　仁 鶴田　仁 平 8.10. 1歯   診療所
     は岡崎232 岡崎市矢作町西林寺１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1697210,233,0 光ケ丘歯科 〒444-0841 0564-54-9904長谷川　善弘 長谷川　善弘 平 8.10. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎233 岡崎市戸崎町藤挟２０－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1698210,234,8 かない矯正歯科医院 〒444-0861 0564-25-0505金井　鐘秀（金鐘秀）金井　鐘秀（金鐘秀）平 8.11. 1矯歯 診療所
     は岡崎234 岡崎市上明大寺町２－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1699210,235,5 奥平歯科診療所 〒444-0023 0564-22-8204奥平　紳一郎 奥平　紳一郎 平 9. 1. 1歯   診療所
     は岡崎235 岡崎市両町２－４１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1700210,238,9 花ノ木歯科クリニック〒444-0802 0564-71-1500大山　義信 大山　義信 平 9. 6. 1歯   診療所
     は岡崎238 岡崎市美合町五反田６４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1701210,239,7 長谷歯科医院 〒444-0942 0564-34-3667長谷　潔 長谷　潔 平 9. 8. 1歯   診療所
     は岡崎239 岡崎市中園町三天４１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1702210,241,3 鈴木歯科 〒444-0901 0564-34-0505鈴木　等 鈴木　等 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎241 岡崎市森越町郷前１１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1703210,242,1 おかだ歯科・こども歯〒444-0203 0564-57-0088岡田　孝志 岡田　孝志 平10.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎242 科 岡崎市井内町北浦４４－１，４４常　勤:    3 新規 歯外 現存
     －２ (歯       3) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1704210,243,9 おおの歯科 〒444-0011 0564-66-1181大野　勝弘 大野　勝弘 平10.12. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎243 岡崎市欠町三田々北通り２２－５常　勤:    1 新規 現存
     イーストガーデン１階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1705210,244,7 とりごえ歯科 〒444-0241 0564-58-8111鳥越　章誉 鳥越　章誉 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎244 岡崎市赤渋町田中２４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1706210,246,2 デンタルオフィスケイ〒444-0824 0564-57-8188加藤　貴司 加藤　貴司 平11. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は岡崎246 岡崎市上地町新佐原６５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 1707210,247,0 岡崎友愛歯科 〒444-0932 0564-32-3335千賀　勝広 千賀　勝広 平11. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎247 岡崎市筒針町池田１４７－１，１常　勤:    8 新規 歯外 現存
     ４８ (歯       8) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1708210,248,8 医療法人清雅会シバタ〒444-0226 0564-43-0020医療法人清雅会　理事青木　佑介 平11. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎248 歯科中島診療所 岡崎市中島町藤屋４０－１ 常　勤:    2長　柴田　尚子 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1709210,249,6 ときわ歯科医院 〒444-3173 0564-27-7020医療法人ときわ歯科医大場　健一郎 平11. 7. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎249 岡崎市滝町長坂４４－１ 常　勤:    1院　理事長　大場　健 組織変更 現存
     (歯       1)一郎 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1710210,251,2 医療法人清雅会ダイワ〒444-0931 0564-32-1141医療法人清雅会　理事澤村　昌嗣 平11.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎251 歯科診療所 岡崎市大和町牧内６３－１ 常　勤:    2長　柴田　尚子 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1711210,252,0 小島歯科医院 〒444-0804 0564-51-2125小島　正人 小島　正人 平11.10.24歯   小歯 診療所
     は岡崎252 岡崎市美合町生田１２２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.10.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1712210,253,8 髙岡歯科医院 〒444-0206 0564-59-1818髙岡　敏夫 髙岡　敏夫 平12. 3.31歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎253 岡崎市法性寺町猿待８８－１ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1713210,255,3 オカザキ歯科・矯正歯〒444-0840 0564-59-1020医療法人康風会　理事片岡　宏康 平12. 9. 1歯   矯歯 歯外診療所
     は岡崎255 科 岡崎市戸崎町外山３８－５イオン常　勤:    1長　片岡　宏康 新規 小歯 現存
     モール岡崎１階 (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1714210,258,7 岩瀬歯科医院 〒444-0852 0564-53-1418岩瀬　晴彦 岩瀬　晴彦 平13. 4. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎258 岡崎市南明大寺町２－７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1715210,259,5 竜美歯科医院 〒444-0879 0564-54-4654医療法人竜美歯科医院牧　公彦 平13.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎259 岡崎市竜美中２－３－１１ 常　勤:    1　理事長　牧　公彦 組織変更 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1716210,260,3 藤原歯科医院 〒444-0825 0564-51-9003藤原　正寛 藤原　正寛 平13.10.23歯   小歯 診療所
     は岡崎260 岡崎市福岡町下荒追６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.10.23
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 1717210,262,9 東海歯科醫院 〒444-0869 0564-65-6355加藤　賢吾 加藤　賢吾 平14. 8. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎262 岡崎市明大寺町出口４２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1718210,264,5 ひなばしファミリー歯〒444-0902 0564-33-0118鈴木　基広 鈴木　基広 平15. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎264 科 岡崎市舳越町神道２２－１ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1719210,265,2 中澤歯科医院 〒444-0946 0564-33-0660中澤　弥 中澤　弥 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎265 岡崎市富永町福塚１３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1720210,266,0 豊田歯科 〒444-0206 0564-71-1077医療法人互恵会　理事豊田　高秀 平16. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎266 岡崎市法性寺町郷前１－３ 常　勤:    2長　豊田　高秀 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1721210,269,4 なべたデンタルクリニ〒444-0823 0564-52-8181鍋田　伸郎 鍋田　伸郎 平16.11. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎269 ック 岡崎市上地３－８－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1722210,270,2 とうはら歯科医院 〒444-0804 0564-51-6429医療法人とうはら歯科東原　健人 平16.11. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎270 岡崎市美合町生田３０１ 常　勤:    1医院　理事長　東原　 組織変更 現存
     (歯       1)健人 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1723210,272,8 おの歯科医院 〒444-0834 0564-55-8282小野　幹宏 小野　幹宏 平17. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎272 岡崎市柱町下荒子５８－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1724210,273,6 島田歯科医院 〒444-0943 0564-31-5420島田　英太 島田　英太 平17. 4. 8歯   小歯 診療所
     は岡崎273 岡崎市矢作町尊所５５－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1725210,275,1 ヒロデンタルオフィス〒444-0075 0564-65-8214山本　裕康 山本　裕康 平17. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎275 岡崎市伊賀町７－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1726210,276,9 河野歯科クリニック 〒444-3622 0564-82-2812河野　幸壱 河野　幸壱 昭56. 4. 1歯   診療所
     は岡崎276 岡崎市樫山町新居野６２－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
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 1727210,277,7 竹内歯科桜形医院 〒444-3435 0564-84-2771竹内　朗人 竹内　朗人 平19. 3.12歯   小歯 診療所
     は岡崎277 岡崎市桜形町福塚４０－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1728210,279,3 大島歯科クリニック 〒444-0851 0564-71-7025大島　陽太 大島　陽太 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎279 岡崎市久後崎町郷東１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1729210,282,7 杉山歯科 〒444-0057 0564-23-2521杉山　浩之 杉山　浩之 平19. 3.30歯   診療所
     は岡崎282 岡崎市材木町１－１９康生パーク常　勤:    1 交代 現存
     １Ｆ (歯       1) 平25. 3.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1730210,283,5 美合歯科クリニック 〒444-0803 0564-59-4180医療法人自正会　理事加藤　郁郎 平19. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎283 岡崎市美合町入込８８－６ 常　勤:    3長　加藤　郁郎 組織変更 現存
     (歯       3) 平25. 4. 1
     非常勤:   14
     (歯      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1731210,284,3 竜美ヶ丘デンタルオフ〒444-0865 0564-57-1182天野　伸泰 天野　伸泰 平19. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は岡崎284 ィス 岡崎市明大寺町大圦４７－４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1732210,285,0 小川歯科医院 〒444-0806 0564-52-0834小川　比佐誌 小川　比佐誌 平19. 6.23歯   診療所
     は岡崎285 岡崎市緑丘２－５－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 6.23
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1733210,286,8 フジ歯科 〒444-0816 0564-57-8281藤江　正人 藤江　正人 平19. 8. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎286 岡崎市羽根町大池４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1734210,287,6 ウイングタウン歯科ク〒444-0814 0564-72-4618医療法人自正会　理事高須　啓輔 平19.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎287 リニック 岡崎市羽根町小豆坂３ウイングタ常　勤:    1長　加藤　郁郎 新規 現存
     ウン１階 (歯       1) 平25.11. 1
     非常勤:   14
     (歯      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1735210,289,2 神谷ファミリー歯科 〒444-0075 0564-28-9321医療法人英成会　理事神谷　英道 平20. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎289 岡崎市伊賀町東郷中６１－１ 常　勤:    1長　神谷　英道 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 1736210,292,6 つくし歯科クリニック〒444-2112 0564-25-6145鈴木　和志 鈴木　和志 平20. 9. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎292 岡崎市東阿知和町宮前２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1737210,293,4 鳥居歯科医院 〒444-0813 0564-51-1773鳥居　ゆか 鳥居　ゆか 平20. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は岡崎293 岡崎市羽根町若宮４－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1738210,294,2 杉山歯科医院 〒444-2146 0564-45-2023杉山　輝洋 杉山　輝洋 平21. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎294 岡崎市東蔵前町木平５８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1739210,296,7 不破歯科医院 〒444-0834 0564-54-5454不破　勝敏 不破　勝敏 平21. 6.29歯   診療所
     は岡崎296 岡崎市柱町東荒子２４２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 6.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1740210,297,5 はっとり歯科 〒444-0071 0564-65-2550服部　彰 服部　彰 平21. 7.25歯   診療所
     は岡崎297 岡崎市稲熊町猫沢３１－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 7.25
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1741210,300,7 のじまデンタルクリニ〒444-2137 0564-66-1188野島　隆 野島　隆 平22. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎300 ック 岡崎市薮田２－９－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1742210,302,3 医療法人　康生歯科医〒444-0046 0564-65-0323医療法人康生歯科医院磯村　哲也 平22. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎302 院 岡崎市連尺通２－１１ 常　勤:    2　理事長　磯村　哲也 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1743210,303,1 岸本歯科 〒444-0860 0564-22-1941岸本　大 岸本　大 平22.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     は岡崎303 岡崎市明大寺本町２－１９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1744210,304,9 すまいる歯科 〒444-0951 0564-33-3222医療法人翠章会　理事山村　洋志明 平23. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎304 岡崎市北野町一番訳３３－１ 常　勤:    3長　山村　洋志明 組織変更 現存
     (歯       3) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1745210,306,4 日名あおば歯科 〒444-0916 0564-74-7735水野　淳嚴 水野　淳嚴 平23.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     は岡崎306 岡崎市日名本町１－８，１－９ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
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 1746210,307,2 医療法人深田会　ジュ〒444-2134 0564-64-2572医療法人深田会　理事深田　淳一郎 平24. 6. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎307 ン歯科クリニック 岡崎市大樹寺３－４－１５ 常　勤:    1長深田　淳一郎 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1747210,309,8 はせべ歯科医院 〒444-0038 0564-22-1245長谷部　潤子 長谷部　潤子 平25. 1. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎309 岡崎市伝馬通３－３６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1748210,310,6 医療法人ほくとだい歯〒444-2149 0564-45-8233医療法人ほくとだい歯神谷　恵 平25. 1. 1歯   小歯 他  診療所
     は岡崎310 科 岡崎市細川町窪地６２－５ 常　勤:    1科　理事長　神谷　恵 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1749210,311,4 高峯デンタルオフィス〒444-0923 0564-25-5525山根　光雄 山根　光雄 平25. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は岡崎311 山根歯科矯正歯科 岡崎市八帖町大通４１－１９ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1750210,312,2 ティーススタジオ 〒444-0813 0564-51-1766医療法人ティーススタ杉浦　史修 平26. 1. 1歯   診療所
     は岡崎312 岡崎市羽根町前田３０－１ 常　勤:    1ジオ　理事長　杉浦　 組織変更 現存
     (歯       1)史修 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1751210,313,0 すぎもと歯科 〒444-0874 0564-53-0282杉本　伸 杉本　伸 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎313 岡崎市竜美南４－７－９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1752210,314,8 医療法人ポライト　あ〒444-0907 0564-34-1182医療法人ポライト　理市川　博文 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎314 い歯科矯正歯科 岡崎市小針町一シキ１２－１ 常　勤:    1事長　市川　博文 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1753210,315,5 清水歯科クリニック 〒444-0057 0564-22-2257清水　大行 清水　大行 平26. 9. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎315 岡崎市材木町１－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1754210,316,3 松井歯科クリニック 〒444-3508 0564-48-8181医療法人松井歯科クリ松井　雅俊 平27. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎316 岡崎市本宿茜１－１－２ 常　勤:    1ニック　理事長　松井 組織変更 現存
     (歯       1)　雅俊 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1755210,317,1 秋尾歯科 〒444-2117 0564-25-6776医療法人幸　理事長　秋尾　幸保 平27. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎317 岡崎市百々西町９－２ 常　勤:    1秋尾　幸保 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1756210,318,9 松本歯科医院 〒444-0204 0564-54-0158医療法人一意会　理事松本　祐樹 平27. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     は岡崎318 岡崎市土井町駒之舞２４－３ 常　勤:    2長　松本　祐樹 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1757210,319,7 モダン通り歯科 〒444-0072 0564-83-7225医療法人ＡＯＩ　理事渡邊　泰三 平27. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎319 岡崎市六供町３－３６－１ 常　勤:    1長　渡邊　泰三 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1758210,320,5 ラブデント 〒444-0840 0564-58-8868梅村　人和子 梅村　人和子 平27. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎320 岡崎市戸崎町屋敷９３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1759210,321,3 ひかりデンタルクリニ〒444-0213 0564-53-7780平沼　隆光 平沼　隆光 平27. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎321 ック 岡崎市坂左右町堤上６０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1760210,323,9 いな歯科クリニック 〒444-0909 0564-64-7100伊奈　慶典 伊奈　慶典 平27. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は岡崎323 岡崎市橋目町御小屋西８１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1761210,324,7 岡崎デンタルオフィス〒444-0834 0564-64-7712医療法人白翠会　理事佐藤　剛 平27. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は岡崎324 岡崎市柱町東荒子２１４ 常　勤:    1長　佐藤　剛 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1762210,325,4 神谷デンタルクリニッ〒444-0873 0564-64-0418神谷　孝生 神谷　孝生 平27. 9. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎325 ク 岡崎市竜美台１－６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1763210,326,2 ちゅら歯科クリニック〒444-0211 0564-57-1418新實　淳 新實　淳 平27.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎326 岡崎市野畑町北浦４２－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1764210,327,0 いとうｍ歯科 〒444-0873 0564-84-5555伊藤　宗倫 伊藤　宗倫 平27.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は岡崎327 岡崎市竜美台２－５－１３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.11. 1
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 1765210,328,8 大樹寺歯科 〒444-2134 0564-83-8448小松　尚孝 小松　尚孝 平28. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は岡崎328 岡崎市大樹寺３－６－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1766210,329,6 岩瀬歯科医院訪問部 〒444-0852 090-1740-0465岩瀬　芳子 岩瀬　芳子 平28. 5. 1歯   診療所
     は岡崎329 岡崎市南明大寺町２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1767210,330,4 岡崎エルエル歯科・矯〒444-0201 0564-71-7357医療法人正翔会　理事平田　貴大 平28. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎330 正歯科 岡崎市上和田町南天白２４ 常　勤:    2長　大西　正嗣 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1768210,331,2 杉本歯科 〒444-0046 0564-21-0887杉本　祐 杉本　祐 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は岡崎331 岡崎市連尺通２－３７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1769210,332,0 天野歯科医院 〒444-0858 0564-53-5489天野　一晴 天野　一晴 平29. 1. 1歯   小歯 診療所
     は岡崎332 岡崎市上六名４－６－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1770210,333,8 天野歯科・矯正歯科医〒444-0073 0564-21-0595天野　志乃布 天野　志乃布 平29. 1.11歯   矯歯 小歯診療所
     は岡崎333 院 岡崎市能見通１－１０－１ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1771210,334,6 青木橋杉山歯科医院 〒444-2131 0564-24-1361医療法人利他　理事長杉山　明聡 平29. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎334 岡崎市青木町８－２ 常　勤:    2　杉山　明聡 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1772210,335,3 くまはち歯科 〒444-0071 0564-73-0807太田　佳子 太田　佳子 平29. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎335 岡崎市稲熊町８－１２５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1773210,336,1 かけまちコミュニティ〒444-0016 0564-73-1881吉田　圭吾 吉田　圭吾 平29. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎336 ー歯科 岡崎市元欠町１－１２－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1774210,337,9 つちかわ矯正歯科 〒444-0832 0564-57-8008医療法人ベルソリーゾ土川　太一 平29.10. 2歯   矯歯 診療所
     は岡崎337 岡崎市羽根東町３－１－１ラッシ常　勤:    1　理事長　土川　太一 組織変更 現存
     ュビル２階２０１ (歯       1) 平29.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1775210,338,7 杉江歯科 〒444-0933 0564-31-2230医療法人Ｓｙｎｅｒｇ杉江　泰仁 平29.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎338 岡崎市渡町薬師畔３８－３ 常　勤:    1ｉｓｔ　理事長　杉江 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)　泰仁 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1776210,339,5 医療法人蓮華友愛会　〒444-2131 0564-22-1600医療法人蓮華友愛会　今野　一朗 平30. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岡崎339 モーニング歯科 岡崎市青木町２１－８ 理事長　北山　恵三 新規 歯外 現存
     平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1777220,048,0 牧歯科 〒491-0851 0586-26-1482牧　恒夫 牧　恒夫 平12.10. 6歯   矯歯 診療所
     は一宮48 一宮市大江３－１２－２２一観ビ常　勤:    2 移動 現存
     ル３階 (歯       2) 平24.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1778220,054,8 墨歯科医院 〒491-0912 0586-45-8224墨　宏 墨　宏 平14. 7. 1歯   小歯 診療所
     は一宮54 一宮市新生３－４－１９ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1779220,058,9 渡辺歯科医院 〒491-0912 0586-44-1649渡邊　盛生 渡邊　盛生 平18.11. 1矯歯 歯   小歯診療所
     は一宮58 一宮市新生１－７－４ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1780220,060,5 石黒歯科 〒491-0851 0586-71-0223石黒　豊 石黒　豊 昭49. 4. 1歯   小歯 診療所
     は一宮60 一宮市大江１－１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1781220,061,3 うかい歯科 〒491-0354 0586-68-3316鵜飼　基 鵜飼　基 昭49. 8. 1歯   小歯 診療所
     は一宮61 一宮市萩原町朝宮長池２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1782220,063,9 山口歯科医院 〒491-0866 0586-71-0418山口　義實 山口　義實 昭50. 4. 1歯   診療所
     は一宮63 一宮市城崎通５－２７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1783220,065,4 すみ歯科 〒491-0032 0586-24-0069鷲見　吉郎 鷲見　吉郎 平24. 8.15歯   診療所
     は一宮65 一宮市下沼町４－３－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1784220,067,0 テンサン歯科医院 〒491-0912 0586-48-4088安田　和幸 安田　和幸 平15.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮67 一宮市新生１－４－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平27.10. 1
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 1785220,069,6 岸歯科医院 〒491-0813 0586-77-4488岸　岩男 岸　岩男 昭51. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮69 一宮市千秋町町屋竹ケ鼻３０－３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1786220,070,4 斉藤歯科医院 〒491-0035 0586-24-3811斉藤　吉生 斉藤　吉生 昭52. 8. 1歯   診療所
     は一宮70 一宮市大浜２－２－２９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1787220,074,6 とまつ歯科医院 〒491-0904 0586-44-8686戸松　伸郎 戸松　伸郎 昭53. 1. 1歯   小歯 診療所
     は一宮74 一宮市神山２－１３－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1788220,078,7 虫鹿歯科医院 〒491-0121 0586-51-1846虫鹿　邦男 虫鹿　邦男 昭53. 6. 1歯   診療所
     は一宮78 一宮市島村辰已出７５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1789220,079,5 足立歯科医院 〒491-0043 0586-72-7311足立　洋一 足立　洋一 昭53. 6. 1歯   診療所
     は一宮79 一宮市真清田１－４－２４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1790220,080,3 高橋歯科医院 〒491-0918 0586-44-7265高橋　伸晴 高橋　伸晴 昭53. 7. 1歯   診療所
     は一宮80 一宮市末広２－２－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1791220,086,0 さくら歯科医院 〒491-0914 0586-44-8148加藤　好美 加藤　好美 平 9. 9. 5歯   診療所
     は一宮86 一宮市花池１－４－３０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1792220,089,4 足立歯科クリニック 〒491-0832 0586-77-4500足立　克成 足立　克成 昭54.10. 1歯   小歯 診療所
     は一宮89 一宮市若竹４丁目１の２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1793220,092,8 岩崎歯科医院 〒491-0121 0586-51-2022岩崎　和宏 岩崎　和宏 昭55. 4. 1歯   診療所
     は一宮92 一宮市島村岩畑１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1794220,096,9 こいわ歯科医院 〒491-0003 0586-77-1182小岩　孝行 小岩　孝行 昭56. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮96 一宮市春明東砂吹埋４７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1795220,097,7 西成歯科医院 〒491-0003 0586-77-8148安藤　文夫 安藤　文夫 昭56. 6. 1歯   小歯 診療所
     は一宮97 一宮市春明西出３１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
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 1796220,102,5 一宮市口腔衛生センタ〒491-0045 0586-72-5548一宮市長　中野　正康上村　誠一郎 平 2. 5.10歯   診療所
     は一宮102 ー 一宮市音羽１－５－１７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5.10
     非常勤:   52
     (歯      52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1797220,103,3 大滝歯科医院 〒491-0024 0586-72-1155大瀧　昇宏 大瀧　昇宏 昭57. 5. 1歯   小歯 診療所
     は一宮103 一宮市富士２－１４－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1798220,104,1 ソブエ歯科 〒491-0911 0586-45-2433祖父江　英侍 祖父江　英侍 昭57. 7. 1歯   小歯 診療所
     は一宮104 一宮市野口１－１１－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1799220,106,6 おろし歯科医院 〒491-0011 0586-77-0523安藤　正憲 安藤　正憲 昭57.10. 1歯   小歯 診療所
     は一宮106 一宮市柚木颪４９０ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1800220,107,4 大橋歯科医院 〒491-0051 0586-73-1135大橋　光雄 大橋　光雄 昭58. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮107 一宮市今伊勢町馬寄観音堂４５－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1801220,108,2 しもさと歯科医院 〒491-0804 0586-76-1616下郷　健二 下郷　健二 昭58. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮108 一宮市千秋町佐野郷前２６７４－常　勤:    1 歯外 現存
     ４ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1802220,111,6 安輝歯科医院 〒491-0051 0586-73-4181虫鹿　保博 虫鹿　保博 昭58. 6. 1歯   診療所
     は一宮111 一宮市今伊勢町馬寄字上町屋３２常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1803220,112,4 鈴木歯科 〒491-0903 0586-46-0810鈴木　泉 鈴木　泉 昭58. 7. 1歯   小歯 診療所
     は一宮112 一宮市八幡２－１－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1804220,113,2 根尾歯科医院 〒493-8001 0586-87-3344根尾　奨 根尾　奨 昭58. 8. 1歯   小歯 診療所
     は一宮113 一宮市北方町北方南辰己前６１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1805220,114,0 鹿島歯科クリニック 〒491-0915 0586-46-1551鹿島　克彦 鹿島　克彦 昭58.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮114 一宮市宮地１－１４－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
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 1806220,115,7 桜井歯科 〒491-0862 0586-72-4618桜井　三男 桜井　三男 昭58.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮115 一宮市緑３－１１－１６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1807220,117,3 石浩歯科 〒491-0824 0586-76-6106石黒　浩二 石黒　浩二 昭59. 9. 1歯   小歯 診療所
     は一宮117 一宮市丹陽町九日市場中田１９８常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1808220,118,1 野口歯科医院 〒491-0833 0586-76-5412野口　義洋 野口　義洋 昭59.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮118 一宮市平島１－７－２５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1809220,122,3 文京歯科医院 〒491-0041 0586-72-1118浅井　広勝 浅井　広勝 昭59.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     は一宮122 一宮市文京２－８－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1810220,125,6 あい歯科医院 〒491-0914 0586-44-0843池田　幸一 池田　幸一 昭60. 7. 1歯   小歯 診療所
     は一宮125 一宮市花池４－１０－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1811220,127,2 ののがき歯科医院 〒491-0124 0586-73-4182野々垣　憲二 野々垣　憲二 平12. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮127 一宮市佐千原字新田２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1812220,128,0 徳田歯科医院 〒491-0934 0586-46-1182徳田　隆一 徳田　隆一 昭61. 3. 1歯   小歯 診療所
     は一宮128 一宮市大和町苅安賀山王１１－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1813220,129,8 桜木歯科医院 〒491-0923 0586-45-0418櫻木　伸 櫻木　伸 昭61. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮129 一宮市大和町氏永河北１０－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1814220,130,6 ムラタ歯科 〒491-0051 0586-71-8148村田　寛泰 村田　寛泰 昭61. 5. 1歯   診療所
     は一宮130 一宮市今伊勢町馬寄若宮５６－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1815220,131,4 長谷川歯科 〒491-0858 0586-71-5230長谷川　良広 長谷川　良広 昭61.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮131 一宮市栄１－１１－２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
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 1816220,132,2 ア歯科診療所 〒491-0024 0586-72-7988尾関　秀嗣 尾関　秀嗣 昭62. 3. 1歯   小歯 診療所
     は一宮132 一宮市富士４－３－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1817220,133,0 アサノ歯科 〒491-0376 0586-69-6408浅野　恭正 浅野　恭正 昭62. 3. 1歯   小歯 診療所
     は一宮133 一宮市萩原町串作１７４６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1818220,134,8 こじま歯科 〒491-0112 0586-78-8548小島　定満 小島　定満 平13. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮134 一宮市浅井町東浅井新開前４７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1819220,135,5 モリシン歯科 〒491-0005 0586-77-8123森　眞 森　眞 昭62. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮135 一宮市西大海道郷前４３ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1820220,136,3 五藤歯科クリニック 〒491-0201 0586-61-3339五藤　義彦 五藤　義彦 昭62.10. 1歯   小歯 診療所
     は一宮136 一宮市奥町野方９８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1821220,138,9 脇田歯科 〒491-0858 0586-72-2233脇田　成典 脇田　成典 昭63. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮138 一宮市栄１－８－１　一宮栄ビル常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1822220,139,7 医療法人ノダ歯科クリ〒491-0053 0586-72-4182医療法人ノダ歯科クリ野田　和裕 昭63. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮139 ニック 一宮市今伊勢町本神戸北無量寺１常　勤:    1ニック　理事長　野田 現存
     ０ (歯       1)　和裕 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1823220,140,5 イソベ歯科医院 〒491-0013 0586-76-8143磯部　隆明 磯部　隆明 昭63.10. 1歯   小歯 診療所
     は一宮140 一宮市北小渕勝幡１５０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1824220,141,3 医療法人丹羽歯科 〒491-0931 0586-44-1589医療法人丹羽歯科　理丹羽　健 平19. 8.17歯   診療所
     は一宮141 一宮市大和町馬引乾出８５９－３常　勤:    2事長　丹羽　健 移動 現存
     (歯       2) 平25. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1825220,143,9 森本歯科医院 〒491-0831 0586-24-6088田中　紀臣 田中　紀臣 平元. 4. 1歯   診療所
     は一宮143 一宮市森本５－１６－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1826220,145,4 みどり歯科 〒491-0862 0586-24-6480今岡　勢喜 今岡　勢喜 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     は一宮145 一宮市緑１－１－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1827220,146,2 ハヤシ歯科クリニック〒491-0052 0586-46-2218林　憲司 林　憲司 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     は一宮146 一宮市今伊勢町新神戸郷前２９－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1828220,147,0 磯村歯科クリニック 〒491-0044 0586-73-3600医療法人磯村歯科クリ磯村　通和 平 7. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮147 一宮市大宮１－３－１６ 常　勤:    1ニック　理事長　磯村 移動 現存
     (歯       1)　通和 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1829220,149,6 田島歯科医院 〒491-0854 0586-24-9133田島　一範 田島　一範 平 3. 2. 1歯   小歯 診療所
     は一宮149 一宮市北園通り６－５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1830220,151,2 泰歯科 〒491-0823 0586-77-3941野田　泰永 野田　泰永 平 3. 6. 1歯   診療所
     は一宮151 一宮市丹陽町五日市場屋敷１７４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1831220,152,0 坂井田歯科医院 〒491-0042 0586-73-4255坂井田　豊 坂井田　豊 平 3. 7. 1歯   小歯 診療所
     は一宮152 一宮市松降１－１０－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1832220,153,8 アン歯科 〒491-0845 0586-71-1108安藤　裕章 安藤　裕章 平 3. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮153 一宮市下川田町１－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1833220,154,6 医療法人明典会タナカ〒491-0083 0586-24-0418医療法人明典会　理事田中　利典 平 3.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮154 歯科 一宮市丹羽虚空蔵７８８－１ 常　勤:    2長　田中　利典 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1834220,157,9 かみむら歯科クリニッ〒491-0815 0586-81-0418上村　誠一郎 上村　誠一郎 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     は一宮157 ク 一宮市千秋町塩尻北出２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1835220,158,7 コスモ歯科 〒491-0837 0586-23-2333竹原　公善 竹原　公善 平 4. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮158 一宮市多加木４ー２ー５ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
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 1836220,160,3 大島歯科クリニック 〒491-0842 0586-24-2616大島　利洋 大島　利洋 平 5. 2. 1歯   小歯 診療所
     は一宮160 一宮市公園通５－２６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1837220,162,9 ファミリー歯科クリニ〒491-0353 0586-69-4618伊藤　弘昭 伊藤　弘昭 平 5. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮162 ック 一宮市萩原町萩原東大畔３５ 常　勤:    3 歯外 現存
     (歯       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1838220,164,5 ミルキーウェイデンタ〒491-0858 0586-24-5196石黒　裕茂 石黒　裕茂 平 5. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮164 ルクリニック 一宮市栄３－７－１８ミルキーウ常　勤:    1 現存
     ェイビル６階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1839220,165,2 安藤歯科医院 〒491-0015 0586-77-2053蜂須賀　幹雄 蜂須賀　幹雄 平 5. 7. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は一宮165 一宮市大赤見若年西６７６－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1840220,167,8 ごとう歯科医院 〒491-0134 0586-78-7870後藤　学 後藤　学 平 6. 4. 1歯   小歯 診療所
     は一宮167 一宮市更屋敷字門５４－２ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1841220,168,6 中山歯科医院 〒491-0033 0586-72-1535中山　知典 中山　知典 平 6. 6. 1歯   小歯 診療所
     は一宮168 一宮市別明町３ー２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1842220,170,2 ふるの歯科医院 〒491-0135 0586-51-7676古野　晴彦 古野　晴彦 平 6. 8. 1歯   診療所
     は一宮170 一宮市光明寺古屋敷１７５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1843220,171,0 松浦歯科医院 〒491-0002 0586-78-2999松浦　忍 松浦　忍 平 7. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮171 一宮市時之島宮付９３－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1844220,172,8 ひらみつ歯科 〒491-0932 0586-43-8070平光　敏浩 平光　敏浩 平 7. 7. 1歯   小歯 診療所
     は一宮172 一宮市大和町毛受字浜田２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1845220,173,6 中島歯科医院 〒491-0353 0586-68-0854中島　悟 中島　悟 平 7.12. 1歯   診療所
     は一宮173 一宮市萩原町萩原河原崎９９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1846220,174,4 平山歯科医院 〒491-0854 0586-24-7244平山　徹 平山　徹 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     は一宮174 一宮市北園通１－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1847220,175,1 なかお歯科 〒491-0871 0586-81-0020中尾　道広 中尾　道広 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     は一宮175 一宮市浅野大茶木２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1848220,176,9 キフネ歯科 〒491-0201 0586-64-1188五藤　正明 五藤　正明 平 8. 9. 1歯   小歯 診療所
     は一宮176 一宮市奥町貴船東５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1849220,177,7 小林歯科 〒491-0057 0586-46-4888小林　利広 小林　利広 平 8.10. 1歯   小歯 診療所
     は一宮177 一宮市今伊勢町宮後郷東２２－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1850220,178,5 鈴木歯科医院 〒491-0201 0586-64-1182鈴木　融 鈴木　融 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     は一宮178 一宮市奥町郷中江東３２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1851220,179,3 しばた歯科 〒491-0101 0586-78-8041柴田　祐一 柴田　祐一 平 9. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮179 一宮市浅井町尾関上川田６２－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1852220,180,1 加藤歯科医院 〒491-0859 0586-73-2058加藤　寛 加藤　寛 平 9.10. 1歯   診療所
     は一宮180 一宮市本町３－２－２２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1853220,183,5 伴歯科医院 〒491-0062 0586-23-4182伴　孝彦 伴　孝彦 平10.11. 1歯   小歯 診療所
     は一宮183 一宮市西島町３－５２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1854220,184,3 箕田歯科医院 〒491-0044 0586-23-1001箕田　一夫 箕田　一夫 平10.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮184 一宮市大宮３－１－１８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1855220,185,0 川崎歯科医院 〒491-0353 0586-68-0303川崎　雅敏 川崎　雅敏 平11. 4. 1歯   小歯 診療所
     は一宮185 一宮市萩原町萩原１４７８－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1856220,186,8 津田歯科クリニック 〒491-0015 0586-75-0418津田　真行 津田　真行 平13. 5. 1歯   診療所
     は一宮186 一宮市大赤見西川垂２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1857220,188,4 磯村歯科医院 〒491-0804 0586-76-4258医療法人育德会　理事磯村　礼子 平25. 5.15歯   歯外 矯歯診療所
     は一宮188 一宮市千秋町佐野郷西１－１ 常　勤:    2長　磯村　豊司 移動 小歯 現存
     (歯       2) 平25. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1858220,189,2 はやせ歯科口腔外科 〒491-0372 0586-68-1728早瀬　智広 早瀬　智広 平13.11. 1歯外 歯   小歯診療所
     は一宮189 一宮市萩原町滝北裡４ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1859220,191,8 脇田歯科医院 〒491-0101 0586-78-8148脇田　哲児 脇田　哲児 平14. 1. 1歯   小歯 診療所
     は一宮191 一宮市浅井町尾関平山１１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1860220,192,6 古澤歯科 〒491-0201 0586-62-9188医療法人エフエフ　理古澤　裕 平14. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮192 一宮市奥町貴船東１０４－５ 常　勤:    6事長　古澤　裕 組織変更 現存
     (歯       6) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1861220,193,4 岩田歯科医院 〒491-0201 0586-63-4182岩田　幸久 岩田　幸久 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     は一宮193 一宮市奥町甚四前３１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1862220,195,9 リキデンタルオフィス〒493-8001 0586-84-4182松岡　力 松岡　力 平19. 3.28歯   矯歯 歯外診療所
     は一宮195 一宮市北方町北方字狐塚郷１７５常　勤:    1 移動 現存
     －１ (歯       1) 平25. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1863220,196,7 やまと歯科医院 〒491-0925 0586-43-3958医療法人至純会　理事水谷　雅人 平15. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮196 一宮市大和町南高井蓮原１－１ 常　勤:    1長　水谷　雅人 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1864220,197,5 さとう歯科 〒491-0816 0586-81-6480佐藤　徹 佐藤　徹 平15. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮197 一宮市千秋町浅野羽根六反畑１４常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1865220,198,3 陽だまり歯科 〒491-0828 0586-81-4618野田　義直 野田　義直 平16. 8. 1歯   小歯 診療所
     は一宮198 一宮市伝法寺５－１５－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1866220,201,5 まえだデンタルクリニ〒491-0931 0586-46-8143前田　英俊 前田　英俊 平16.12. 1歯   小歯 診療所
     は一宮201 ック 一宮市大和町馬引郷東３３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1867220,202,3 滝歯科医院 〒491-0859 0586-72-2351瀧　昌弘 瀧　昌弘 平17. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     は一宮202 一宮市本町１－４－１９ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       1)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1868220,208,0 三條歯科クリニック 〒494-0008 0586-61-4160森　俊光 森　俊光 昭53. 8. 1歯   診療所
     は一宮208 一宮市東五城中通西２８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1869220,209,8 小塚歯科医院 〒494-0018 0586-61-4588小塚　義男 小塚　義男 昭55.11. 1歯   小歯 診療所
     は一宮209 一宮市冨田１８７０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1870220,211,4 はぐくみ歯科 〒494-0001 0586-62-1282岩田　由夫 岩田　由夫 平29. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮211 一宮市開明絹屋田２６－１ 常　勤:    2 移動 歯科の正式名称現存
     (歯       2) 平29. 3. 1は一般歯科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1871220,213,0 松平歯科 〒494-0007 0586-61-4182松平　峰夫 松平　峰夫 昭58.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮213 一宮市小信中島西九反３６－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1872220,214,8 清水歯科 〒494-0003 0586-61-1280清水　稔彦 清水　稔彦 昭61. 1. 1歯   小歯 診療所
     は一宮214 一宮市三条酉新田６３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1873220,215,5 モリ歯科 〒494-0001 0586-46-2555森　慎一 森　慎一 昭61. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮215 一宮市開明字杁西郭７０－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1874220,216,3 玉野歯科 〒494-0013 0586-68-1108根崎　安博 根崎　安博 昭63. 5. 1歯   小歯 診療所
     は一宮216 一宮市玉野上新田３２－６１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1875220,217,1 伊藤歯科 〒494-0008 0586-62-8822伊藤　透 伊藤　透 昭63.10. 1歯   小歯 診療所
     は一宮217 一宮市東五城南田尾６０－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1876220,218,9 青山歯科医院 〒494-0011 0586-68-2100青山　圭一 青山　圭一 平元.11. 1歯   小歯 診療所
     は一宮218 一宮市西萩原上沼１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1877220,219,7 森島歯科医院 〒494-0007 0586-62-5891森島　浩太郎 森島　浩太郎 平 4. 4. 1歯   小歯 診療所
     は一宮219 一宮市小信中島郷南９－２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1878220,222,1 山内歯科医院 〒494-0014 0586-69-7722山内　隆之 山内　隆之 平 4.11. 1歯   小歯 診療所
     は一宮222 一宮市上祖父江新田４８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1879220,223,9 葛谷ファミリー歯科 〒494-0002 0586-46-0050葛谷　裕 葛谷　裕 平 4.12. 1歯   小歯 診療所
     は一宮223 一宮市篭屋１－１２－２４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1880220,224,7 きたいま歯科 〒494-0004 0586-62-2497竹中　一宏 竹中　一宏 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     は一宮224 一宮市北今再鳥３－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1881220,225,4 ひまわり歯科医院 〒494-0004 0586-64-0707加藤　伸一 加藤　伸一 平 8.10. 1歯   小歯 診療所
     は一宮225 一宮市北今字西田面二ノ切５４－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1882220,226,2 さわだ歯科 〒494-0007 0586-63-1188澤田　紀久代 澤田　紀久代 平11. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮226 一宮市小信中島郷東５４－１，５常　勤:    1 新規 現存
     ４－５ (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1883220,227,0 浅井歯科 〒494-0007 0586-62-4803浅井　剛 浅井　剛 平12. 1. 1歯   小歯 診療所
     は一宮227 一宮市小信中島郷北４４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1884220,228,8 よこい歯科医院 〒494-0007 0586-63-4180横井　範顕 横井　範顕 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     は一宮228 一宮市小信中島仁井西１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
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 1885220,229,6 浅野歯科 〒494-0005 0586-63-4567浅野　倫光 浅野　倫光 平13.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮229 一宮市西五城山方３９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1886220,230,4 つぎはし歯科 〒494-0001 0586-64-0089次橋　俊介 次橋　俊介 平14. 7. 1歯   診療所
     は一宮230 一宮市開明字前脇３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1887220,231,2 あきお歯科 〒494-0003 0586-44-9273浅野　彰夫 浅野　彰夫 平24. 2.10歯   小歯 診療所
     は一宮231 一宮市三条郷東藤６－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 2.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1888220,235,3 墨歯科医院 〒493-0001 0586-86-3337墨　典夫 墨　典夫 昭61. 6. 1歯   小歯 診療所
     は一宮235 一宮市木曽川町黒田字北宿五の切常　勤:    1 現存
     １６２ (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1889220,236,1 医療法人くずや歯科 〒493-0004 0586-86-6311医療法人くずや歯科　葛谷　幹雄 平 2. 1. 1歯   小歯 診療所
     は一宮236 一宮市木曽川町玉ノ井寺東１４９常　勤:    1理事長　葛谷　幹雄 現存
     －１ (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1890220,237,9 おうぎ歯科 〒493-0001 0586-87-4983扇　照人 扇　照人 平 2. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮237 一宮市木曽川町黒田酉新田東の切常　勤:    1 現存
     ４２　アーバンライフゴトウ１階(歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1891220,239,5 カワイ歯科 〒493-0007 0586-87-3444医療法人徳仁会　理事川井　甲午郎 平 4. 1. 1歯   小歯 診療所
     は一宮239 一宮市木曽川町外割田南青木３６常　勤:    1長　川井　甲午郎 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1892220,241,1 にしかわ歯科クリニッ〒493-0001 0586-84-4181西川　平 西川　平 平14.11. 1歯   小歯 診療所
     は一宮241 ク 一宮市木曽川町黒田十ノ通１６７常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1893220,242,9 木曽川歯科医院 〒493-0004 0586-87-1222五藤　英晴 五藤　英晴 平14.11. 1歯   診療所
     は一宮242 一宮市木曽川町玉ノ井吉原東２１常　勤:    2 交代 現存
     －１ (歯       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1894220,243,7 オー，デンタルクリニ〒493-0001 0586-86-8260医療法人広風会　理事尾関　準一 平16. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮243 ック木曽川 一宮市木曽川町黒田字南八ッヶ池常　勤:    1長　水野　正宣 新規 現存
     ２５－１イオンモール木曽川２階(歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1895220,244,5 五藤歯科医院 〒493-0001 0586-87-0136五藤　芳嗣 五藤　芳嗣 平24. 3. 5歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮244 一宮市木曽川町黒田宝光寺２６－常　勤:    2 移動 歯外 現存
     １ (歯       2) 平30. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1896220,245,2 さとう歯科 〒493-0001 0586-86-6993佐藤　二一 佐藤　二一 平17. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮245 一宮市木曽川町黒田七ノ通り２３常　勤:    1 交代 現存
     ５ (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1897220,246,0 みずの歯科 〒491-0882 0586-26-0620水野　浩伸 水野　浩伸 平18. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮246 一宮市相生１－８－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1898220,247,8 はたさ歯科医院 〒491-0113 0586-78-8510医療法人はたさ歯科医畑佐　学 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     は一宮247 一宮市浅井町西浅井桜北１０ 常　勤:    1院　理事長　畑佐　学 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1899220,248,6 とむ歯科クリニック 〒491-0051 0586-44-4618光田　斗夢 光田　斗夢 平18. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮248 一宮市今伊勢町馬寄西切戸１２－常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1900220,249,4 水谷歯科 〒494-0003 0586-62-8815水谷　紀輔 水谷　紀輔 平21. 9.24歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮249 一宮市三条墓北５２－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 9.24
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1901220,250,2 菱川歯科医院 〒491-0125 0586-51-6628医療法人秀和　理事長菱川　秀樹 平19. 1. 1歯   小歯 診療所
     は一宮250 一宮市高田字宮廻１８ 常　勤:    1　菱川　秀樹 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1902220,251,0 森歯科医院 〒491-0101 0586-51-2991森　幹太 森　幹太 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     は一宮251 一宮市浅井町尾関同者１６５ 常　勤:    4 交代 現存
     (歯       4) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1903220,253,6 加藤歯科 〒491-0354 0586-69-3515加藤　雄治 加藤　雄治 平19. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は一宮253 一宮市萩原町朝宮７１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 1904220,254,4 のぞみ歯科 〒491-0934 0586-46-1415平川　信介 平川　信介 平19. 7. 1歯   診療所
     は一宮254 一宮市大和町苅安賀中西之杁７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1905220,255,1 いとう歯科医院 〒491-0859 0586-26-1212伊藤　豊根 伊藤　豊根 平20. 4. 1歯   診療所
     は一宮255 一宮市本町３－４－１４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1906220,256,9 はら歯科クリニックＳ〒491-0001 0586-53-6333原　新一郎 原　新一郎 平20. 5. 1歯   小歯 診療所
     は一宮256 ＥＢＥ 一宮市瀬部小山１４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1907220,257,7 三輪デンタルクリニッ〒491-0045 0586-82-7738三輪　茂生 三輪　茂生 平20. 5. 1歯   小歯 診療所
     は一宮257 ク 一宮市音羽１－５－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1908220,258,5 本町歯科 〒491-0859 0586-24-3800熊谷　康司 熊谷　康司 平20. 5. 1歯   歯外 診療所
     は一宮258 一宮市本町２－４－２６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1909220,259,3 今伊勢歯科医院 〒491-0053 0586-52-5353岩田　浩司 岩田　浩司 平20. 9. 1歯   診療所
     は一宮259 一宮市今伊勢町本神戸上町６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1910220,260,1 医療法人グリーンフォ〒491-0858 0586-26-1771医療法人グリーンフォ西野　千春 平21. 3. 1矯歯 歯   診療所
     は一宮260 レスト　グリーン矯正一宮市栄１－１１－１６マースビ非常勤:    1レスト　理事長　大道 新規 現存
     歯科一宮 ル３階 (歯       1)　貞祥 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1911220,261,9 クオレ歯科クリニック〒493-0005 0586-84-1331奥村　信彦 奥村　信彦 平21. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は一宮261 一宮市木曽川町里小牧寺東１７３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1912220,262,7 竹中歯科医院 〒494-0006 0586-62-1048竹中　誠 竹中　誠 平21. 6. 1歯   診療所
     は一宮262 一宮市起用水添８０－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1913220,263,5 とみたデンタルクリニ〒491-0862 0586-77-1118富田　郁雄 富田　郁雄 平21.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は一宮263 ック 一宮市緑５－２－３４ 常　勤:    4 新規 矯歯 現存
     (歯       4) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 1914220,264,3 堀田歯科 〒491-0365 0586-69-3511堀田　博子 堀田　博子 平21.12. 1歯   診療所
     は一宮264 一宮市萩原町西御堂鍋野１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1915220,265,0 竹中歯科医院 〒491-0041 0586-24-4852竹中　英司 竹中　英司 平22. 1. 1歯   小歯 診療所
     は一宮265 一宮市文京１－４－３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1916220,266,8 はないけ歯科 〒491-0914 0586-44-6480医療法人颯真会　理事伊神　真次 平22. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮266 一宮市花池４－５－１１ 常　勤:    4長　伊神　真次 組織変更 現存
     (歯       4) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1917220,267,6 柴田小児歯科 〒491-0842 0586-24-3711柴田　宗則 柴田　宗則 平24. 2. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     は一宮267 一宮市公園通３－９ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1918220,269,2 こじ矯正・こども歯科〒491-0858 0586-25-8993小島　功嗣 小島　功嗣 平22.11. 1矯歯 小歯 診療所
     は一宮269 クリニック 一宮市栄３－２－１１丸金ビル１常　勤:    1 新規 現存
     階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1919220,270,0 あいグローデンタルク〒491-0035 0586-71-1115石黒　慎太郎 石黒　慎太郎 平22.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮270 リニック 一宮市大浜２－５－３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1920220,272,6 まごころ歯科 〒491-0859 0586-71-8548安藤　公敏 安藤　公敏 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     は一宮272 一宮市本町３－６－９安藤ビル２常　勤:    1 新規 現存
     階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1921220,273,4 木曽原歯科医院 〒494-0001 0586-45-8458木曽原　久美 木曽原　久美 平23. 7.30歯   小歯 診療所
     は一宮273 一宮市開明郷東３８－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 7.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1922220,274,2 悠和歯科クリニック 〒491-0111 0586-51-1112今峰　雄一郎 今峰　雄一郎 平23.10. 1歯   小歯 診療所
     は一宮274 一宮市浅井町河端宮前３８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1923220,275,9 たがやＫｉｄｓ＆Ｆａ〒493-0006 0586-64-8880多賀谷　正俊 多賀谷　正俊 平24. 3. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     は一宮275 ｍｉｌｙデンタルクリ一宮市木曽川町内割田寺前２１－常　勤:    1 新規 現存
     ニック ３ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1924220,277,5 ミキ歯科クリニック 〒491-0903 0586-48-5358清水　幹雄 清水　幹雄 平24. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     は一宮277 一宮市八幡２－１３－３１パーク常　勤:    1 交代 現存
     テラス１階 (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1925220,278,3 日野歯科医院 〒491-0879 0586-24-1206日野　雅之 日野　雅之 平24.11. 1歯   小歯 診療所
     は一宮278 一宮市白旗通１－２ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1926220,279,1 むらかみ歯科 〒491-0922 0586-46-6480医療法人誠凛会　理事村上　泰也 平25. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮279 一宮市大和町妙興寺地蔵恵６８－常　勤:    1長　村上　泰也 組織変更 歯外 現存
     １ (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1927220,281,7 ヒロ　歯科室 〒491-0859 0586-23-2800牧　宏行 牧　宏行 平25. 6. 1歯   小歯 診療所
     は一宮281 一宮市本町４－１５－２１サンパ常　勤:    1 新規 現存
     ーク本町１０３ (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1928220,282,5 オーキッド歯科 〒491-0012 0586-76-7722医療法人オーキット会山田　全一 平25.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は一宮282 一宮市小赤見秋吉４ 常　勤:    1　理事長　山田　全一 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1929220,283,3 苅安賀歯科クリニック〒491-0933 0586-85-7973服部　修明 服部　修明 平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は一宮283 一宮市苅安賀１－１８－１１ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1930220,284,1 加納歯科医院 〒494-0007 0586-62-3896加納　誠 加納　誠 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮284 一宮市小信中島西五反田３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1931220,285,8 けい歯科クリニック 〒491-0101 0586-51-5133医療法人けい歯科クリ押谷　正香 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮285 一宮市浅井町尾関西五輪７ 常　勤:    3ニック　理事長　押谷 交代 現存
     (歯       3)　正香 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1932220,286,6 前岡歯科医院 〒491-0868 0586-72-3122前岡　遼馬 前岡　遼馬 平26. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     は一宮286 一宮市向山南１－６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1933220,287,4 さくデンタルクリニッ〒494-0008 0586-64-8714医療法人社団誠友会　作　誠太郎 平26. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮287 ク 一宮市東五城大平裏２３－１ 常　勤:    3理事長　作　誠太郎 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1934220,291,6 かとう歯科クリニック〒491-0002 0586-81-1182加藤　正洋 加藤　正洋 平27. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     は一宮291 一宮市時之島上垂１３－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1935220,292,4 はなみずき歯科 〒491-0838 0586-64-8719渡邉　周 渡邉　周 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は一宮292 一宮市猿海道１－４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1936220,293,2 よつば歯科クリニック〒491-0036 0586-26-1428加藤　正史 加藤　正史 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     は一宮293 一宮市桜１－１２－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1937220,294,0 長坂歯科・矯正歯科 〒491-0064 0586-24-8020長坂　健央 長坂　健央 平28. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮294 一宮市宮西通８－１３ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1938220,295,7 さっさ歯科クリニック〒491-0831 0586-24-3033佐々　真 佐々　真 平28. 9. 1歯   小歯 診療所
     は一宮295 一宮市森本３－１７－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1939220,296,5 あおぞら歯科こども歯〒491-0831 0586-71-6200石原　宗典 石原　宗典 平28.10. 1歯   小歯 診療所
     は一宮296 科 一宮市森本２－２７－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1940220,297,3 いまえだ歯科 〒491-0052 0586-73-8500医療法人鶴重会　今枝今枝　常晃 平28.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮297 一宮市今伊勢町新神戸乾２４ 常　勤:    2　常晃 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1941220,298,1 うえの歯科クリニック〒491-0014 0586-64-8234上野　智史 上野　智史 平28.12. 1歯   小歯 診療所
     は一宮298 一宮市南小渕屋敷２６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1942220,299,9 にじいろ　歯科 〒491-0105 0586-51-0418澤田　繁季 澤田　繁季 平29. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は一宮299 一宮市浅井町大日比野如来堂１５常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ４５ (歯       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1943220,300,5 ふじはし歯科医院 〒491-0918 0586-47-4333藤橋　隆 藤橋　隆 平29. 3. 1歯   小歯 診療所
     は一宮300 一宮市末広２－４－１ 常　勤:    1 その他 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1944220,301,3 一宮たなばた歯科医院〒491-0932 0586-45-1188伊藤　友博 伊藤　友博 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮301 一宮市大和町毛受伝治腰７４－１常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1945220,302,1 喜胡デンタルクリニッ〒491-0847 0586-26-0586中堀　紀久子 中堀　紀久子 平29.11. 1歯   診療所
     は一宮302 ク 一宮市大和町宮地花池出町裏４３常　勤:    1 新規 現存
     －１－Ｂ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1946220,303,9 丸井歯科医院 〒493-8003 0586-87-3232丸井　崇久 丸井　崇久 平30. 1. 1歯   診療所
     は一宮303 一宮市北方町中島西郷６９－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1947220,304,7 羽衣歯科クリニック 〒491-0025 0586-26-0220大樂　宣裕 大樂　宣裕 平30. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は一宮304 一宮市羽衣２－４－２、４－８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1948230,030,6 ナガイ歯科 〒489-0805 0561-84-4300永井　陽二 永井　陽二 昭51. 5.29歯   小歯 診療所
     は瀬戸30 瀬戸市陶原町６－１０－２リバー常　勤:    2 現存
     サイドマンション２階 (歯       2) 平30. 5.29
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 1949230,032,2 あいデンタルクリニッ〒489-0044 0561-21-8264竹田　竜弥 竹田　竜弥 昭50. 6. 1歯   診療所
     は瀬戸32 ク 瀬戸市栄町２８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1950230,034,8 なかしま歯科医院 〒489-0985 0561-82-5889中島　信 中島　信 平25.12. 9歯   小歯 矯歯診療所
     は瀬戸34 瀬戸市松原町１－３４－１ 常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平25.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1951230,035,5 大竹歯科医院 〒489-0913 0561-83-2451大竹　勝實 大竹　勝實 昭51. 1. 1歯   診療所
     は瀬戸35 瀬戸市水南町８９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1952230,036,3 あいの里歯科クリニッ〒489-0066 0561-83-8119坂田　正夫 坂田　正夫 平26. 9. 1歯   診療所
     は瀬戸36 ク 瀬戸市東横山町３９ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1953230,040,5 小野歯科医院 〒489-0805 0561-84-6633小野　誠二 小野　誠二 昭52. 7. 1歯   診療所
     は瀬戸40 瀬戸市陶原町２－３８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1954230,041,3 赤津歯科 〒489-0024 0561-84-6267加藤　眞言 加藤　眞言 平 7. 2. 1歯   診療所
     は瀬戸41 瀬戸市八王子町１－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1955230,043,9 若杉歯科医院 〒489-0804 0561-83-8090若杉　高司 若杉　高司 昭53. 1. 1歯   診療所
     は瀬戸43 瀬戸市京町２－２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1956230,051,2 林歯科医院 〒489-0884 0561-82-5054林　隆志 林　隆志 平15. 3.19歯   小歯 診療所
     は瀬戸51 瀬戸市西茨町３３－３ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平27. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1957230,052,0 ライオン堂歯科 〒480-1207 0561-41-0848増本　廣次 増本　廣次 昭58. 4. 1歯   小歯 診療所
     は瀬戸52 瀬戸市品野町６－６３３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1958230,054,6 浅井歯科医院 〒489-0932 0584-84-2522浅井　初幸 浅井　初幸 昭59. 1. 1歯   小歯 診療所
     は瀬戸54 瀬戸市美濃池町３８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
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 1959230,055,3 西陵歯科医院 〒489-0908 0561-48-2645加藤　広慈 加藤　広慈 昭59. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は瀬戸55 瀬戸市ききょう台２－７４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1960230,056,1 あらい歯科矯正歯科 〒489-0005 0561-48-4173荒井　康夫 荒井　康夫 平 6.10.24歯   矯歯 小歯診療所
     は瀬戸56 瀬戸市中水野町１－５０３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.10.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1961230,057,9 若山歯科医院 〒489-0875 0561-82-7744若山　浩子 若山　浩子 昭59. 7. 1歯   診療所
     は瀬戸57 瀬戸市緑町２－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1962230,058,7 山中歯科医院 〒489-0031 0561-21-7201山中　武男 山中　武男 昭61. 6. 1歯   小歯 診療所
     は瀬戸58 瀬戸市五位塚町１１－６０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1963230,061,1 青木歯科医院 〒489-0934 0561-21-7575青木　靖 青木　靖 昭62.10. 1歯   診療所
     は瀬戸61 瀬戸市菱野町４０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1964230,063,7 山吉歯科医院 〒480-1207 0561-41-1117波多野　耕治 波多野　耕治 昭62.11. 1歯   小歯 診療所
     は瀬戸63 瀬戸市品野町２－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1965230,065,2 なえば歯科 〒489-0983 0561-21-0388加藤　千博 加藤　千博 昭63. 7. 1歯   小歯 診療所
     は瀬戸65 瀬戸市苗場町１７２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1966230,067,8 加藤歯科医院 〒489-0047 0561-82-5834加藤　浩二 加藤　浩二 昭63. 8. 7歯   診療所
     は瀬戸67 瀬戸市西谷町３０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1967230,070,2 波多野歯科医院 〒489-0069 0561-21-1818波多野　壽一 波多野　寿一 平10. 2.27歯   小歯 診療所
     は瀬戸70 瀬戸市東松山町１３６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 2.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1968230,071,0 こばやし歯科 〒489-0005 0561-48-2886小林　稔 小林　稔 平元. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は瀬戸71 瀬戸市中水野町２－２０３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1969230,072,8 医療法人松村歯科医院〒489-0873 0561-84-8822医療法人松村歯科医院松村　晋也 平元. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は瀬戸72 瀬戸市新郷町２５－４５ 常　勤:    2　理事長　松村　晋也 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
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 1970230,073,6 大竹デンタルクリニッ〒489-0927 0561-85-0555大竹　裕一郎 大竹　裕一郎 平元.12. 1歯   小歯 診療所
     は瀬戸73 ク 瀬戸市川北町１－２７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1971230,076,9 藤本歯科医院 〒489-0805 0561-82-2410藤本　明伸 藤本　明伸 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     は瀬戸76 瀬戸市陶原町４－１１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1972230,077,7 ちかだ歯科 〒489-0876 0561-85-4558近田　洋之 近田　洋之 平 3. 9. 1歯   小歯 診療所
     は瀬戸77 瀬戸市白山町１－３８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1973230,078,5 森歯科 〒489-0916 0561-85-6480森　健一郎 森　健一郎 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     は瀬戸78 瀬戸市平町１－５７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1974230,079,3 くわはら歯科医院 〒489-0815 0561-85-8500桑原　禎久 桑原　禎久 平 5. 6. 1歯   小歯 診療所
     は瀬戸79 瀬戸市南仲之切町５１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1975230,080,1 杉木歯科医院 〒489-0905 0561-48-4880医療法人壮正会　理事杉木　正史 平 5.10. 1歯   矯歯 診療所
     は瀬戸80 瀬戸市はぎの台３－１－４ 常　勤:    1長　杉木　正史 組織変更 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1976230,081,9 陶原歯科 〒489-0805 0561-87-0505水野　由紀夫 水野　由紀夫 平 6. 4. 1歯   小歯 診療所
     は瀬戸81 瀬戸市陶原町２－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1977230,082,7 水谷歯科室 〒489-0075 0561-87-0825水谷　淳 水谷　淳 平 6. 4. 1歯   診療所
     は瀬戸82 瀬戸市新道町１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1978230,083,5 グリーン歯科医院 〒489-0874 0561-87-0888丸山　宏己 丸山　宏己 平 6. 4. 1歯   小歯 診療所
     は瀬戸83 瀬戸市幡野町３１７－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1979230,084,3 きむら歯科 〒489-0887 0561-84-0118木村　泰子 木村　泰子 平 6. 6. 1歯   小歯 診療所
     は瀬戸84 瀬戸市菱野台２ー２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1980230,087,6 山内歯科医院 〒489-0812 0561-82-2733山内　里美 中西　久美 平 8. 8.10歯   診療所
     は瀬戸87 瀬戸市西蔵所町１８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 8.10
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1981230,088,4 小島歯科医院 〒489-0814 0561-82-2653小島　一彦 小島　一彦 平 9. 4. 1歯   診療所
     は瀬戸88 瀬戸市末広町１－２７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1982230,091,8 大谷歯科クリニック 〒489-0066 0561-21-3012大谷　直樹 大谷　直樹 平11. 5. 1歯   歯外 診療所
     は瀬戸91 瀬戸市東横山町１３８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1983230,092,6 原歯科医院 〒489-0814 0561-82-3816原　裕司 原　裕司 平13. 9.20歯   診療所
     は瀬戸92 瀬戸市末広町１－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1984230,093,4 瀬戸セントラル歯科 〒489-0867 0561-23-6480原　崇 原　崇 平14. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は瀬戸93 瀬戸市大坂町１９３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1985230,094,2 榊原歯科医院 〒489-0805 0561-21-9400元永　由香倫 元永　由香倫 平15. 1.26歯   矯歯 診療所
     は瀬戸94 瀬戸市陶原町４－５４－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1986230,095,9 ベル歯科 〒489-0809 0561-88-2277鈴木　惠三 鈴木　惠三 平15. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は瀬戸95 瀬戸市共栄通５－１３－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1987230,096,7 たかね歯科クリニック〒489-0931 0561-89-5308小島　広臣 小島　広臣 平15. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は瀬戸96 瀬戸市高根町１－８８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1988230,097,5 医療法人徳心会丸山歯〒489-0871 0561-82-2645医療法人徳心会　理事丸山　隆司 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     は瀬戸97 科医院 瀬戸市東長根町４５ 常　勤:    1長　丸山　隆司 組織変更 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1989230,100,7 むぎ歯科 〒489-0048 0561-84-6400加藤　麦夫 加藤　麦夫 平17. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は瀬戸100 瀬戸市窯神町８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1990230,102,3 瀬戸ファミリア歯科医〒489-0871 0561-85-8739医療法人ファミリア　加藤　定江 平18.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は瀬戸102 院 瀬戸市東長根町５－５ 常　勤:    1理事長　加藤　定江 組織変更 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1991230,103,1 ブライト歯科こども歯〒489-0876 0561-87-1101中川　正樹 中川　正樹 平19.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は瀬戸103 科 瀬戸市白山町２－１７６－３－１常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1992230,105,6 山田歯科医院 〒480-1207 0561-42-0334山田　智哉 山田　智哉 平21. 1.19歯   診療所
     は瀬戸105 瀬戸市品野町４－８４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1993230,106,4 医療法人梅寿会　梅林〒489-0066 0561-89-7780医療法人梅寿会　理事梅林　隆 平21. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は瀬戸106 歯科医院 瀬戸市東横山町９２バロー新瀬戸常　勤:    4長　梅林　隆 組織変更 矯歯 現存
     ショッピングセンター２階 (歯       4) 平27. 5. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1994230,107,2 ゆうデンタルクリニッ〒489-0926 0561-85-8740医療法人ファミリア　加藤　友規 平22. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は瀬戸107 ク 瀬戸市川西町２－１９８ 常　勤:    1理事長　加藤　定江 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1995230,109,8 東京堂歯科 〒489-0972 0561-82-3334加藤　教授 加藤　教授 平22. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は瀬戸109 瀬戸市西原町１－８３ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1996230,111,4 山口歯科クリニック 〒489-0865 0561-82-8600曽　鴻哲 曽　鴻哲 平22. 4. 1歯   診療所
     は瀬戸111 瀬戸市山口町２７７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 1997230,113,0 ながはら矯正歯科医院〒489-0916 0561-82-3316永原　邦茂 永原　邦茂 平22. 7.12矯歯 歯   診療所
     は瀬戸113 瀬戸市平町３－６３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1998230,114,8 いまい歯科 〒489-0918 0561-87-4600今井　真志 今井　真志 平22.12. 1歯   小歯 診療所
     は瀬戸114 瀬戸市北脇町２７６サンワフード常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1999230,116,3 瀬戸ステーション歯科〒489-0044 0561-85-1182医療法人さくら歯科　成瀬　寿人 平24. 1. 1歯   小歯 診療所
     は瀬戸116 瀬戸市栄町４５パルティせと２階常　勤:    1理事長　太田　淳市 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2000230,117,1 Ｋデンタルクリニック〒489-0912 0561-97-1165医療法人社団Ｋデンタ川瀬　健輔 平25. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は瀬戸117 瀬戸市西松山町３－７３ 常　勤:    1ルクリニック　理事長 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1)　川瀬　健輔 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2001230,118,9 大沢歯科医院 〒489-0984 0561-84-8255医療法人オーディーシ大澤　和樹 平25.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は瀬戸118 瀬戸市北山町６０－４ 常　勤:    6ー　理事長　大澤　和 組織変更 歯外 現存
     (歯       6)樹 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2002230,119,7 冨永歯科医院 〒489-0921 0561-21-1148医療法人社団共生会　冨永　和男 平26. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は瀬戸119 瀬戸市田端町２－１２－１ 常　勤:    1理事長　冨永　和男 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2003230,120,5 新瀬戸歯科医院 〒489-0809 0561-84-7565蟹江　一泰 蟹江　一泰 平30. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は瀬戸120 瀬戸市共栄通２－６２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2004240,038,7 かわい歯科医院 〒475-0856 0569-21-0837河合　平左 河合　平左 昭52.10. 1歯   診療所
     は半田38 半田市更生町２－１５２－１２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2005240,040,3 半田歯科医療センター〒475-0823 0569-23-2636一般社団法人半田歯科冨　栄一 昭60. 4. 6歯   診療所
     は半田40 半田市港町１－６２ 常　勤:    1医師会　会長　冨　栄 現存
     (歯       1)一 平30. 4. 6
     非常勤:   74
     (歯      74)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2006240,048,6 ひさだ歯科医院 〒475-0004 0569-28-2007久田　清文 久田　清文 昭59. 3. 1歯   小歯 診療所
     は半田48 半田市上池町２－２３－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2007240,053,6 杉浦歯科医院 〒475-0912 0569-21-2211杉浦　隆彦 杉浦　隆彦 昭61. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は半田53 半田市白山町１－１１４－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2008240,057,7 高川歯科医院 〒475-0856 0569-23-8080高川　完司 高川　完司 平11. 2. 8歯   矯歯 小歯診療所
     は半田57 半田市更生町１－１２５－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 2. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2009240,059,3 たかね歯科医院 〒475-0024 0569-28-0118竹内　英視 竹内　英視 昭63. 6. 1歯   小歯 診療所
     は半田59 半田市亀崎高根町７－７２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2010240,060,1 ふじえだ歯科 〒475-0916 0569-23-0246藤條　聡彦 藤條　聡彦 昭63. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は半田60 半田市柊町３－４－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2011240,061,9 石川歯科医院 〒475-0936 0569-27-7474石川　秀男 石川　秀男 昭63.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は半田61 半田市板山町１－１１０－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2012240,062,7 医療法人慈修会　池田〒475-0836 0569-23-1182医療法人慈修会　理事池田　賢二 昭63.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は半田62 歯科 半田市青山３－９－８ 常　勤:    3長　池田　賢二 歯外 現存
     (歯       3) 平27.12. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2013240,063,5 医療法人上池歯科診療〒475-0014 0569-28-4752医療法人上池歯科診療小林　利行 平 2. 3. 1歯   小歯 診療所
     は半田63 所 半田市一本木町１－３２－４ 常　勤:    1所　理事長　小林　利 現存
     (歯       1)行 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2014240,064,3 朝元歯科医院 〒475-0828 0569-24-5610朝元　孝之 朝元　孝之 平 4.11.30歯   小歯 診療所
     は半田64 半田市瑞穂町５ー２ー３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2015240,065,0 日新デンタルクリニッ〒475-0836 0569-24-5678田中　充 田中　充 平 3. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は半田65 ク 半田市青山２－２５－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2016240,067,6 あい歯科医院 〒475-0925 0569-24-7585久田　徳彦 久田　徳彦 平 3. 8. 1歯   診療所
     は半田67 半田市宮本町６－２０６－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2017240,070,0 くきた矯正歯科 〒475-0859 0569-25-0018医療法人くきた矯正歯久木田　章 平 5. 4. 1矯歯 診療所
     は半田70 半田市天王町１－３０　トーカヒ常　勤:    1科　理事長　久木田　 現存
     ルズ２階 (歯       1)章 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2018240,071,8 アップル歯科クリニッ〒475-0961 0569-26-2627杉浦　豊幸 杉浦　豊幸 平 5. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は半田71 ク 半田市岩滑中町３－１０３－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2019240,072,6 久野歯科医院 〒475-0833 0569-26-2623久野　克生 久野　克生 平 5. 5. 1歯   診療所
     は半田72 半田市花園町５－１０－２４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2020240,073,4 おざわ歯科クリニック〒475-0067 0569-26-2211小澤　和弘 小澤　和弘 平 5. 5. 1歯   小歯 診療所
     は半田73 半田市乙川畑田町３－２１－５０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2021240,074,2 医療法人政明会鈴木歯〒475-0927 0569-23-3160医療法人政明会　理事鈴木　雅之 平 5. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は半田74 科医院 半田市北二ツ坂町１－２－１０ 常　勤:    2長　鈴木　雅之 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2022240,075,9 やなべ歯科医院 〒475-0961 0569-24-0648伴野　満樹 伴野　満樹 平 6. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は半田75 半田市岩滑中町２－８１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2023240,077,5 あくた川歯科 〒475-0041 0569-24-4182芥川　裕規 芥川　裕規 平 6. 3. 1歯   小歯 診療所
     は半田77 半田市乙川太田町２－１１８－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2024240,079,1 大沢歯科 〒475-0887 0569-23-4261大沢　博司 大沢　博司 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     は半田79 半田市御幸町８８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2025240,081,7 竹内歯科医院 〒475-0928 0569-21-6448竹内　英樹 竹内　英樹 平15. 3.12歯   小歯 診療所
     は半田81 半田市桐ケ丘１－５３－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026240,082,5 畑中歯科医院 〒475-0023 0569-28-0243畑中　雅之 畑中　雅之 平 8.12. 1歯   小歯 診療所
     は半田82 半田市亀崎町６－１ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
     (薬       1)
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 2027240,083,3 石黒歯科医院 〒475-0805 0569-22-0088医療法人石黒歯科医院石黒　長一 平25.12. 3歯   矯歯 小歯診療所
     は半田83 半田市浜田町３－３－１ 常　勤:    2　代表取締役　石黒　 移動 現存
     (歯       2)長一 平25.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2028240,084,1 あまのデンタルクリニ〒475-0805 0569-26-2800天埜　克彦 天埜　克彦 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     は半田84 ック 半田市浜田町１－６４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2029240,086,6 さくらデンタルクリニ〒475-0016 0569-29-5514近藤　俊秀 近藤　俊秀 平 9. 7. 1歯   小歯 診療所
     は半田86 ック 半田市西生見町９－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2030240,091,6 歯科ハミール 〒475-0902 0569-24-6480医療法人歯科ハミール赤崎　知彦 平11. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は半田91 半田市宮路町１－１１８シャトー常　勤:    3　理事長　赤崎　知彦 組織変更 歯外 現存
     宮路１階 (歯       3) 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2031240,094,0 すずらん歯科 〒475-0927 0569-26-0018吉川　直希 吉川　直希 平14.10. 1歯   小歯 診療所
     は半田94 半田市北二ツ坂町２－１４－１０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2032240,095,7 山口歯科医院 〒475-0836 0569-25-1234山口　泰永 山口　泰永 平15. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は半田95 半田市青山５－１－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2033240,096,5 新海歯科医院 〒475-0828 0569-24-0016新海　泉 新海　泉 平17. 2. 1歯   小歯 診療所
     は半田96 半田市瑞穂町２－３－２２イース常　勤:    1 新規 現存
     トタウン１階 (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2034240,097,3 半田駅前歯科 〒475-0856 0569-23-6274金澤　毅 金澤　毅 平18.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は半田97 半田市更生町１－１５－１ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2035240,098,1 ジンデ歯科口腔外科 〒475-0837 0569-25-0555神出　敏影 神出　敏影 平20. 1. 1歯   歯外 診療所
     は半田98 半田市有楽町５－２１４－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2036240,099,9 岡戸歯科医院 〒475-0053 0569-23-1491本多　佳雅 本多　佳雅 平20.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は半田99 半田市乙川内山町１７ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2037240,100,5 石田歯科医院 〒475-0853 0569-21-4176石田　隆 石田　隆 平21. 1. 1歯   小歯 診療所
     は半田100 半田市南末広町２１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2038240,101,3 杉山歯科医院 〒475-0882 0569-22-7311杉山　知子 杉山　知子 平21. 2. 5歯   小歯 矯歯診療所
     は半田101 半田市南本町１－４７ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 2. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2039240,103,9 歯科ドクターＨａ 〒475-0903 0569-23-3828医療法人歯科ハミール堀田　宏司 平22.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は半田103 半田市出口町１－４５－１３加藤常　勤:    1　理事長　赤崎　知彦 新規 歯外 現存
     ビル２階 (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2040240,104,7 三和歯科 〒475-0917 0569-23-1841医療法人宗和　理事長杉浦　和己 平23. 1. 1歯   小歯 診療所
     は半田104 半田市清城町２－１３－２４ 常　勤:    1　杉浦　和己 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2041240,105,4 小林歯科医院 〒475-0023 0569-28-0811小林　正季 小林　正季 平23. 2. 1歯   小歯 診療所
     は半田105 半田市亀崎町１０－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2042240,106,2 ナオクリニックデンタ〒475-0042 0569-89-2765新美　直哉 新美　直哉 平24. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     は半田106 ル 半田市乙川向田町１－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2043240,107,0 金澤歯科医院 〒475-0846 0569-21-0905金澤　篤 金澤　篤 平24. 4. 6歯   診療所
     は半田107 半田市栄町４－１０７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2044240,108,8 おかいデンタルクリニ〒475-0855 0569-23-0973医療法人おかいデンタ岡井　誠 平25. 1. 1歯   診療所
     は半田108 ック 半田市中町３－１６－１ 常　勤:    4ルクリニック　理事長 組織変更 現存
     (歯       4)　岡井　誠 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2045240,109,6 静間歯科医院 〒475-0921 0569-21-0066医療法人静間歯科医院静間　祐一郎 平25.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は半田109 半田市天神町５１－１０ 常　勤:    1　理事長　静間　祐一 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)郎 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2046240,111,2 乙川パーク歯科 〒475-0084 0569-47-7105竹内　克実 竹内　克実 平25.11. 1歯   小歯 診療所
     は半田111 半田市向山町１－２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2047240,112,0 みなと歯科クリニック〒475-0023 0569-29-1234梶川　賀津彦 梶川　賀津彦 平27. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は半田112 半田市亀崎町４－２６０－３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2048240,113,8 ひだか矯正歯科クリニ〒475-0857 0569-89-8214医療法人研正会　理事日高　研 平27. 7. 1矯歯 診療所
     は半田113 ック 半田市広小路町１５３－２ＴＲＥ常　勤:    1長　日高　研 組織変更 現存
     Ｓ知多半田１階Ｂ (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2049240,114,6 すみれファミリー歯科〒475-0078 0569-58-8811重田　洋志 重田　洋志 平28.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は半田114 半田市新池町２－２０１－１９ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (歯       1) 平28.11. 1他は小児矯正歯
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2050240,115,3 にいみ歯科診療所 〒475-0086 0569-29-2818新美　貴弘 新美　貴弘 平29. 1. 1歯   小歯 診療所
     は半田115 半田市庚申町１－１５－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2051240,116,1 あさひデンタルクリニ〒475-0925 0569-26-7550渡邊　健人 渡邊　健人 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     は半田116 ック 半田市宮本町５－３０３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2052240,117,9 坂野歯科医院 〒475-0921 0569-23-1549坂野　眞奈美 坂野　眞奈美 平29. 3.21歯   矯歯 小歯診療所
     は半田117 半田市天神町５０－５天神ビル２常　勤:    1 交代 現存
     階 (歯       1) 平29. 3.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2053240,118,7 村井歯科 〒475-0961 0569-22-1315村井　裕介 村井　裕介 平30. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は半田118 半田市岩滑中町１－８０－４ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2054250,021,0 片田歯科医院 〒486-0844 0568-81-7928片田　芳朗 片田　芳朗 昭56. 6. 1歯   小歯 診療所
     は春日井21 春日井市鳥居松町７－４９ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2055250,026,9 石田歯科医院 〒486-0927 0568-81-5560石田　博國 石田　博國 昭46. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は春日井26 春日井市柏井町５－１８６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2056250,027,7 中矢歯科 〒486-0844 0568-81-1267中矢　忠明 中矢　忠明 昭46. 5. 1歯   矯歯 診療所
     は春日井27 春日井市鳥居松町６－２８－２堀常　勤:    1 現存
     尾ビル２Ｆ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2057250,040,0 成橋歯科 〒486-0901 0568-33-0328成橋　幸一 成橋　幸一 昭50. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は春日井40 春日井市牛山町２２８９－１ 常　勤:    2 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2058250,041,8 やごとの歯科こども歯〒486-0836 0568-84-1430長縄　英樹 長縄　英樹 平22.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井41 科 春日井市八事町２－６１－３ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2059250,042,6 河瀬歯科医院 〒486-0923 0568-83-1184河瀬　全廣 河瀬　全廣 昭63. 6.22歯   診療所
     は春日井42 春日井市下条町３－３－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2060250,043,4 前多歯科医院 〒486-0842 0568-84-2206前多　實 前多　實 昭61.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井43 春日井市六軒屋町６－８アイビル常　勤:    1 歯外 現存
     ２階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2061250,046,7 水野歯科クリニック 〒486-0806 0568-81-3068水野　隆司 水野　隆司 平24.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井46 春日井市大手田酉町１－１７－１常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2062250,047,5 勝川歯科クリニック 〒486-0927 0568-32-4618大塚　健正 大塚　健正 平13. 8.16歯   小歯 診療所
     は春日井47 春日井市柏井町１－６９ビル２階常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2063250,048,3 山田歯科 〒487-0032 0568-92-3030山田　文夫 山田　文夫 昭52. 4. 1歯   診療所
     は春日井48 春日井市高森台１０－２－３高森常　勤:    1 現存
     台００４号棟２０１号 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2064250,054,1 武山歯科医院 〒480-0305 0568-88-4848武山　博 武山　博 昭53. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は春日井54 春日井市坂下町４－２６６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2065250,055,8 吉田歯科 〒486-0915 0568-31-9559吉田　豊實 吉田　豊實 昭56. 3.28歯   矯歯 小歯診療所
     は春日井55 春日井市八幡町４－２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 3.28
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 2066250,056,6 味美中島歯科医院 〒486-0958 0568-33-4589中島　俊朗 中島　俊朗 昭53. 5. 1歯   小歯 診療所
     は春日井56 春日井市西本町２－１５－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2067250,058,2 東野歯科医院 〒486-0817 0568-81-8224加藤　清 加藤　清 昭53. 7. 1歯   小歯 診療所
     は春日井58 春日井市東野町２－１６－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2068250,060,8 平林歯科医院 〒486-0963 0568-31-2376平林　茂之 平林　茂之 昭59. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は春日井60 春日井市春日井町黒鉾３６－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2069250,061,6 岩田歯科医院 〒486-0817 0568-84-2202岩田　英夫 岩田　英夫 昭53.10. 1歯   小歯 診療所
     は春日井61 春日井市東野町６－１９－９梶升常　勤:    1 現存
     ビル２階 (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2070250,062,4 たけなか歯科クリニッ〒486-0849 0568-84-6700竹中　憲三 竹中　憲三 昭53.11. 1歯   診療所
     は春日井62 ク 春日井市八田町１－１－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2071250,063,2 鶴岡歯科医院 〒487-0032 0568-91-4182鶴岡　信彦 鶴岡　信彦 昭54. 4. 1歯   診療所
     は春日井63 春日井市高森台１－１９－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2072250,066,5 永井歯科医院 〒486-0856 0568-81-6461永井　浩 永井　浩 昭54.12.14歯   小歯 診療所
     は春日井66 春日井市梅ケ坪町６０－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2073250,069,9 浜中歯科 〒486-0956 0568-33-6814浜中　文夫 浜中　文夫 昭56. 4. 1歯   診療所
     は春日井69 春日井市中新町１－１０－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2074250,070,7 篠木歯科医院 〒486-0851 0568-84-5656長谷川　泰夫 長谷川　泰夫 昭56. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は春日井70 春日井市篠木町６－１６４３－１常　勤:    1 現存
     ７伊藤忠ビル２階 (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2075250,072,3 村瀬歯科医院 〒486-0904 0568-32-6644村瀬　明 村瀬　明 昭56.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     は春日井72 春日井市宮町３ー１０ー３ 常　勤:    2 矯歯 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2076250,073,1 味美第一歯科医院 〒486-0968 0568-32-0660藤田　成人 藤田　成人 昭58. 2. 1歯   診療所
     は春日井73 春日井市味美町１－１２５－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2077250,074,9 渡辺歯科医院 〒486-0917 0568-32-3232渡邊　俊之 渡邊　俊之 昭58. 5. 1歯   小歯 診療所
     は春日井74 春日井市美濃町３－４６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2078250,075,6 医療法人春日会小川歯〒486-0844 0568-83-3456医療法人春日会　理事岩山　佳正 昭58. 4. 1歯   小歯 診療所
     は春日井75 科医院 春日井市鳥居松町７－１１４ 常　勤:    2長　岩山　佳正 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2079250,079,8 小川歯科クリニック 〒486-0807 0568-33-1182小川　直孝 小川　直孝 昭58.10. 1歯   診療所
     は春日井79 春日井市大手町１６２３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2080250,080,6 梶田歯科 〒486-0808 0568-84-6480梶田　成樹 梶田　成樹 昭59. 6. 1歯   矯歯 診療所
     は春日井80 春日井市田楽町１６１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2081250,081,4 森歯科医院 〒486-0833 0568-81-2124森　道徳 森　道徳 昭59. 7. 1歯   診療所
     は春日井81 春日井市上条町８－２８７１－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2082250,082,2 アゲタ歯科医院 〒486-0842 0568-84-7420上田　義人 上田　義人 昭59. 7. 1歯   診療所
     は春日井82 春日井市六軒屋町２－３－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2083250,083,0 スギヤマ歯科 〒486-0926 0568-81-8104杉山　辰行 杉山　辰行 昭59. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は春日井83 春日井市小野町６－５－１２ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2084250,086,3 ヨコイ歯科 〒486-0956 0568-31-2123横井　茂昭 横井　茂昭 昭59.11. 1歯   診療所
     は春日井86 春日井市中新町１－６－１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 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

［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   217 頁

 2085250,088,9 渡辺歯科医院 〒486-0833 0568-84-8374渡邊　昌亮 渡辺　昌亮 昭60. 7. 1歯   診療所
     は春日井88 春日井市上条町２－１６２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2086250,089,7 徳丸歯科 〒486-0852 0568-82-4182徳丸　啓二 徳丸　啓二 昭60. 7. 1歯   診療所
     は春日井89 春日井市下市場町３－５－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2087250,091,3 医療法人愛朋会キムラ〒486-0833 0568-84-0356医療法人愛朋会　理事木村　昭夫 昭60. 8.20歯   矯歯 小歯診療所
     は春日井91 歯科医院 春日井市上条町１－１９３ 常　勤:    1長　木村　昭夫 現存
     (歯       1) 平24. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2088250,092,1 加藤歯科医院 〒486-0832 0568-84-2333加藤　達朗 加藤　達朗 平10. 3. 2歯   矯歯 小歯診療所
     は春日井92 春日井市乙輪町３－５０－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2089250,093,9 竹内歯科医院 〒486-0936 0568-31-3718竹内　豊彦 竹内　豊彦 昭61. 2. 1歯   小歯 診療所
     は春日井93 春日井市町田町２－４５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2090250,094,7 トミオ歯科医院 〒486-0846 0568-33-3905山田　富央 山田　富央 昭61. 3. 1歯   診療所
     は春日井94 春日井市朝宮町３ー１８ー１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2091250,095,4 いとう歯科 〒480-0304 0568-88-0999伊藤　純 伊藤　純 昭61. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は春日井95 春日井市神屋町６９４－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2092250,097,0 みやうち歯科医院 〒486-0849 0568-82-1607宮内　和子 宮内　和子 昭61.11. 1歯   小歯 診療所
     は春日井97 春日井市八田町７－３－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2093250,099,6 ユリデンタルクリニッ〒486-0941 0568-31-8247由利　昌也 由利　昌也 昭62. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は春日井99 ク 春日井市勝川新町１－７５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2094250,100,2 梶田歯科クリニック 〒486-0849 0568-81-0115梶田　正 梶田　正 昭62. 4. 1歯   小歯 診療所
     は春日井100 春日井市八田町８－３－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2095250,101,0 高蔵寺歯科医院 〒487-0016 0568-51-4789谷口　真佐人 谷口　真佐人 昭62. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は春日井101 春日井市高蔵寺町北４－１－１　常　勤:    1 現存
     リベルタ高蔵寺２階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2096250,102,8 はた歯科医院 〒486-0807 0568-82-1118羽田　昌永 羽田　昌永 昭62. 7. 3歯   小歯 診療所
     は春日井102 春日井市大手町１１２－１　大手常　勤:    1 現存
     町ビル２階 (歯       1) 平29. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2097250,103,6 井上歯科 〒487-0035 0568-91-8888井上　幹雄 井上　幹雄 昭62. 8. 1歯   小歯 診療所
     は春日井103 春日井市藤山台８－１７－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2098250,105,1 医療法人春日会朝宮歯〒486-0846 0568-32-3113医療法人春日会　理事早川　浩之 昭63. 2. 1歯   診療所
     は春日井105 科 春日井市朝宮町１－１－１ 常　勤:    1長　岩山　佳正 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2099250,106,9 ソブエ歯科クリニック〒486-0951 0568-33-3616祖父江　伸也 祖父江　伸也 昭63. 4. 1歯   小歯 診療所
     は春日井106 春日井市花長町２－１９－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2100250,107,7 柴田歯科 〒486-0918 0568-31-7811柴田　博司 柴田　博司 昭63. 4. 1歯   小歯 診療所
     は春日井107 春日井市如意申町２－３２－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2101250,111,9 寺町歯科医院 〒486-0817 0568-84-8171寺町　好平 寺町　好平 昭63. 8. 1歯   矯歯 診療所
     は春日井111 春日井市東野町３－１５－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2102250,112,7 北島歯科医院 〒486-0901 0568-33-8833北島　好一 北島　好一 昭63. 9. 1歯   小歯 診療所
     は春日井112 春日井市牛山町１８４５－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2103250,113,5 せがわ歯科室 〒486-0929 0568-33-8811瀬川　伸広 瀬川　伸広 昭63.10. 1歯   小歯 診療所
     は春日井113 春日井市旭町１－１３　ハイレジ常　勤:    1 現存
     デンス勝川１階 (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2104250,114,3 加藤歯科医院 〒486-0968 0568-33-4182加藤　智彦 加藤　智彦 平27. 5. 2歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井114 春日井市味美町１－１４５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2105250,115,0 中田歯科 〒480-0304 0568-88-3700中田　幸成 中田　幸成 昭63.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     は春日井115 春日井市神屋町２２９８－１４９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2106250,118,4 西脇歯科クリニック 〒480-0304 0568-88-0801西脇　覚 西脇　覚 平元. 5. 1歯   小歯 診療所
     は春日井118 春日井市神屋町字段ノ上１７４９常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2107250,119,2 藤山台かわだ歯科医院〒487-0035 0568-91-0234川田　朝章 川田　朝章 平元. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井119 春日井市藤山台１０－２１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2108250,120,0 押沢台歯科医院 〒487-0005 0568-91-8281櫻井　直紀 櫻井　直紀 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     は春日井120 春日井市押沢台６－１－２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2109250,121,8 三宅歯科クリニック 〒487-0023 0568-52-0588三宅　徹哉 三宅　徹哉 平元. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は春日井121 春日井市不二ガ丘３－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2110250,123,4 みずほ歯科医院 〒486-0845 0568-82-9988岸　正之 岸　正之 平元.10. 1歯   診療所
     は春日井123 春日井市瑞穂通り６－１３－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2111250,124,2 薗田歯科医院 〒487-0025 0568-52-0118薗田　裕 薗田　裕 平 2. 2. 1歯   小歯 診療所
     は春日井124 春日井市出川町８－１４－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2112250,125,9 森山歯科医院 〒487-0027 0568-51-3332森山　隆平 森山　隆平 平18. 5. 1歯   小歯 診療所
     は春日井125 春日井市松本町１－２－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2113250,126,7 ゆたか歯科クリニック〒487-0023 0568-51-5888加藤　豊 加藤　豊 平 2. 5. 1歯   小歯 診療所
     は春日井126 春日井市不二ガ丘１－６６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2114250,127,5 川口歯科医院 〒486-0824 0568-84-4400川口　剛 川口　剛 平 2. 6. 1歯   小歯 診療所
     は春日井127 春日井市割塚町１５５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 2115250,128,3 松本歯科クリニック 〒487-0013 0568-52-1182松本　修平 松本　修平 平 2.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は春日井128 春日井市高蔵寺町３－３－４　ド常　勤:    1 現存
     エル　Ｍ１ＳＴ２００号 (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2116250,129,1 野田歯科 〒486-0918 0568-34-1118野田　高史 野田　高史 平 3. 9. 1歯   小歯 診療所
     は春日井129 春日井市如意申町６－１－８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2117250,130,9 後藤歯科医院 〒486-0844 0568-81-2429後藤　俊治 後藤　俊治 平 3. 8.28歯   小歯 歯外診療所
     は春日井130 春日井市鳥居松町６－５４－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2118250,131,7 王子ファミリー歯科 〒486-0833 0568-82-8148松尾　直人 松尾　直人 平 3.11. 1歯   小歯 診療所
     は春日井131 春日井市上条町６－１１１－１シ常　勤:    1 現存
     ティーオーク２階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2119250,132,5 小島歯科医院 〒486-0817 0568-85-1182小島　正仁 小島　正仁 平 3.11. 1歯   小歯 診療所
     は春日井132 春日井市東野町９－６－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2120250,133,3 滝川歯科診療所 〒486-0927 0568-34-6666瀧川　雅喜 瀧川　雅喜 平 4. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井133 春日井市柏井町３－１１１第６カ常　勤:    1 現存
     －サＥＮＳＨ０ビル１階 (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2121250,134,1 米倉歯科 〒486-0945 0568-34-6161米倉　幹雄 米倉　幹雄 平 4. 4. 1歯   小歯 診療所
     は春日井134 春日井市勝川町３－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2122250,135,8 北岡歯科クリニック 〒486-0842 0568-83-7715北岡　誠 北岡　誠 平 4. 6. 1歯   小歯 診療所
     は春日井135 春日井市六軒屋町字東丘２２ザ．常　勤:    1 現存
     モ－ル春日井３階 (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2123250,136,6 ミズノデンタルクリニ〒486-0849 0568-56-1717水野　有功 水野　有功 平 4. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は春日井136 ック 春日井市八田町８ー３ー１ソレー常　勤:    1 矯歯 現存
     ルビル２階 (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2124250,137,4 こばやし歯科 〒487-0011 0568-92-0075小林　靖 小林　靖 平 4. 8. 1歯   小歯 診療所
     は春日井137 春日井市中央台６－７－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
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 2125250,138,2 いわい歯科クリニック〒487-0033 0568-92-1165岩井　憲之 岩井　憲之 平 4.10. 1歯   小歯 診療所
     は春日井138 春日井市岩成台９－３－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2126250,140,8 西尾歯科 〒486-0817 0568-85-0240西尾　政文 西尾　政文 平 4.11. 1歯   小歯 診療所
     は春日井140 春日井市東野町２－１－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2127250,141,6 サンマルシェ歯科 〒487-0011 0568-95-0003熊澤　信二 熊澤　信二 平 4.11. 1歯   小歯 診療所
     は春日井141 春日井市中央台１－２－２サンマ常　勤:    1 現存
     ルシェ南館１階 (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2128250,143,2 河原歯科クリニック 〒486-0926 0568-82-2323河原　博 河原　博 平 5. 4. 1歯   小歯 診療所
     は春日井143 春日井市小野町５－８８－１０　常　勤:    1 現存
     ラフィネ小野１階 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2129250,144,0 医療法人にわ歯科 〒487-0011 0568-92-1023医療法人にわ歯科　理丹羽　一仁 平 5.10. 1歯   小歯 診療所
     は春日井144 春日井市中央台７－８－１７ 常　勤:    2事長　丹羽　一仁 組織変更 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2130250,145,7 医療法人佐久間歯科小〒486-0913 0568-83-1711医療法人佐久間歯科小佐久間　立明 平 6. 7. 1歯   小歯 診療所
     は春日井145 児歯科 春日井市柏原町３－２６４ 常　勤:    2児歯科　理事長　佐久 組織変更 現存
     (歯       2)間　立明 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2131250,147,3 野村歯科クリニック 〒486-0901 0568-34-6801野村　光昭 野村　光昭 平 7. 8. 1歯   小歯 診療所
     は春日井147 春日井市牛山町東脇１８０９－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2132250,149,9 はやし歯科クリニック〒486-0803 0568-82-8188林　宜弘 林　宜弘 平 8. 5. 1歯   小歯 診療所
     は春日井149 春日井市西山町３－１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2133250,150,7 出川橋歯科 〒487-0025 0568-52-6288加藤　匡 加藤　匡 平 8.10. 1歯   診療所
     は春日井150 春日井市出川町８－８－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2134250,153,1 わきた歯科医院 〒487-0034 0568-52-7020脇田　浩史 脇田　浩史 平 9. 3. 1歯   小歯 診療所
     は春日井153 春日井市白山町５－１２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2135250,157,2 中山歯科医院 〒486-0854 0568-56-9022中山　和久 中山　和久 平 9.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は春日井157 春日井市林島町３－１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
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 2136250,159,8 平井歯科医院 〒486-0945 0568-31-2068大森　靖 大森　靖 平19.12. 1歯   診療所
     は春日井159 春日井市勝川町７－３４グランド常　勤:    1 移動 現存
     メゾン勝川ネクシティＷ１０１ (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2137250,163,0 医療法人　八輝会ごと〒487-0034 0568-51-5222医療法人八輝会　理事後藤　邦之 平10. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井163 う歯科クリニック 春日井市白山町３－１１－１３ 常　勤:    1長　後藤　邦之 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2138250,164,8 山内歯科医院 〒486-0821 0568-51-1581山内　厚志 山内　孝弘 平10. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は春日井164 春日井市神領町３－５－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2139250,165,5 プラザ片田歯科医院 〒486-0931 0568-31-3231片田　琢也 片田　琢也 平11. 9. 1歯   診療所
     は春日井165 春日井市松新町１－５ホテルプラ常　勤:    1 新規 現存
     ザ勝川１階 (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2140250,167,1 竹村歯科クリニック 〒486-0969 0568-34-5787竹村　洋志 竹村　洋志 平12. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     は春日井167 春日井市味美白山町１－４－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2141250,168,9 むかい矯正歯科 〒486-0825 0568-56-5605向井　陽 向井　陽 平12. 2. 1矯歯 歯外 診療所
     は春日井168 春日井市中央通１－３２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2142250,172,1 サン・歯科医院 〒486-0821 0568-82-1182伊藤　泰朗 伊藤　泰朗 平12. 7. 1歯   小歯 診療所
     は春日井172 春日井市神領町２－１４－１ａｎ常　勤:    1 新規 現存
     アネックス１階 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2143250,175,4 はるき歯科医院 〒487-0016 0568-51-0027岩下　栄木 岩下　栄木 平13. 4. 1歯   小歯 診療所
     は春日井175 春日井市高蔵寺町北３－１－１２常　勤:    1 新規 現存
     高座ビルカルチェ２階 (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2144250,176,2 高蔵寺南歯科クリニッ〒487-0013 0568-53-3777奥田　雅人 奥田　雅人 平13. 5. 7歯   診療所
     は春日井176 ク 春日井市高蔵寺町５－１３－２７常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 5. 7



 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

［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   223 頁

 2145250,180,4 くまの歯科 〒487-0004 0568-52-0418熊野　壮一 熊野　壮一 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     は春日井180 春日井市玉野町新田１２１２－３常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2146250,182,0 しのはら歯科 〒486-0802 0568-57-0821篠原　剛 篠原　剛 平15. 8. 1歯   小歯 診療所
     は春日井182 春日井市桃山町１－３１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2147250,183,8 はらしな歯科 〒480-0305 0568-88-4950原科　直哉 原科　直哉 平16. 1. 1歯   矯歯 歯外診療所
     は春日井183 春日井市坂下町２－１０９１－２常　勤:    1 新規 小歯 現存
     坂下ハイム１階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2148250,184,6 しちり歯科 〒486-0945 0568-36-5057七里　佳実 七里　佳実 平16. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井184 春日井市勝川町８－１３勝川駅南常　勤:    1 新規 現存
     口ビル１階 (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2149250,185,3 いとう歯科 〒486-0932 0568-56-9779伊藤　正人 伊藤　正人 平16. 8. 1歯   小歯 診療所
     は春日井185 春日井市松河戸町１－７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2150250,186,1 フェアリ歯科 〒487-0035 0568-94-6480白木　宏和 白木　宏和 平16. 9. 1歯   小歯 診療所
     は春日井186 春日井市藤山台７－５－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2151250,188,7 澤歯科クリニック 〒486-0806 0568-85-4682医療法人澤歯科クリニ澤　明男 平17. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井188 春日井市大手田酉町３－２０－１常　勤:    2ック　理事長　澤　明 組織変更 現存
     ４パレスタドリ１Ｆ (歯       2)男 平29. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2152250,191,1 まえなみ歯科 〒486-0903 0568-31-8558伊神　毅 伊神　毅 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     は春日井191 春日井市前並町３－２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2153250,193,7 歯科つのだクリニック〒486-0807 0568-87-3380角田　典隆 角田　典隆 平17. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は春日井193 春日井市大手町２－３７０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2154250,195,2 歯科口腔外科勝川オー〒486-0931 0568-31-4180山田　健久 山田　健久 平17.12. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は春日井195 ラルクリニック 春日井市松新町１－３ルネッサン常　勤:    1 新規 現存
     スシティ勝川一番街３階 (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2155250,196,0 はみんぐ小児歯科・矯〒486-0903 0568-34-1188北　秀三 北　秀三 平18. 2. 1小歯 矯歯 診療所
     は春日井196 正歯科 春日井市前並町１－５－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2156250,197,8 しろくま歯科 〒487-0032 0568-95-4690野瀬　利政 野瀬　利政 平18.11. 1歯   小歯 診療所
     は春日井197 春日井市高森台６－２３－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2157250,198,6 美穂デンタルクリニッ〒486-0945 0568-31-1147秋山　美穂 秋山　美穂 平19. 7. 1歯   歯外 診療所
     は春日井198 ク 春日井市勝川町７－３５ＬＩＰＲ常　勤:    1 新規 現存
     Ｏ勝川１階北 (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2158250,204,2 いしだ歯科クリニック〒486-0849 0568-82-0056石田　洋一 石田　洋一 平20. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     は春日井204 春日井市八田町２－１－２１ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2159250,205,9 中矢歯科 〒486-0822 0568-89-0077中矢　崇 中矢　崇 平20.11. 1歯   小歯 診療所
     は春日井205 春日井市熊野町２００２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2160250,206,7 高蔵寺すまいる歯科 〒487-0016 0568-52-5551橋本　政治 橋本　政治 平21. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     は春日井206 春日井市高蔵寺町北１－１９９ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2161250,209,1 森川歯科クリニック 〒487-0014 0568-52-1118医療法人真美会　理事森川　真作 平22.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井209 春日井市気噴町５－８－３ 常　勤:    1長　森川　真作 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2162250,211,7 熊沢歯科医院 〒487-0033 0568-91-7240熊澤　秀作 熊澤　秀作 平23. 3. 1歯   診療所
     は春日井211 春日井市岩成台５－１－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 3. 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

［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   225 頁

 2163250,212,5 たききた歯科 〒486-0852 0568-82-0418瀧北　善弘 瀧北　善弘 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     は春日井212 春日井市下市場町４－１３－１０常　勤:    1 新規 現存
     メディカルケアガーデン春日井内(歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2164250,213,3 長谷川歯科医院 〒486-0927 0568-35-0700北條　了 北條　了 平23. 6.30歯   小歯 歯外診療所
     は春日井213 春日井市柏井町１－８３勝川メデ常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     ィカルビル４階 (歯       2) 平29. 6.30
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2165250,214,1 大前歯科医院 〒486-0842 0568-83-0477大前　岳人 大前　岳人 平23. 7. 1歯   診療所
     は春日井214 春日井市六軒屋町５－７１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2166250,217,4 岩成台歯科クリニック〒487-0033 0568-91-0780竹内　繁久 竹内　繁久 平24. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井217 春日井市岩成台６－２－３１９－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2167250,218,2 とやま歯科 〒487-0024 0568-53-0808医療法人とやま歯科　外山　正彦 平24. 7. 1歯   歯外 診療所
     は春日井218 春日井市大留町９－３－８ 常　勤:    1理事長　外山　正彦 組織変更 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2168250,221,6 じんりょう歯科・こど〒486-0829 0568-41-9582五十川　泰 五十川　泰 平24. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     は春日井221 も歯科 春日井市堀ノ内町３－１－１９ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2169250,222,4 神谷歯科 〒486-0912 0568-29-6200神谷　正大 神谷　正大 平24.10. 1歯   小歯 診療所
     は春日井222 春日井市高山町１－２１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2170250,223,2 さくら歯科 〒486-0851 0568-57-0018医療法人参方善さくら橋本　淳 平25. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井223 春日井市篠木町８－８－１ 常　勤:    4会　理事長　黒瀬　基 組織変更 現存
     (歯       4)尋 平25. 1. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2171250,224,0 しんめい歯科 〒486-0942 0568-31-3760濵口　亮子 濵口　亮子 平25. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井224 春日井市神明町１１－５ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2172250,225,7 さくらい歯科 〒486-0845 0568-84-3901櫻井　益臣 櫻井　益臣 平25. 2. 9歯   小歯 診療所
     は春日井225 春日井市瑞穂通１－１３８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 2. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2173250,227,3 三好歯科医院 〒487-0034 0568-51-8210三好　慶忠 三好　慶忠 平25. 5.17歯   小歯 歯外診療所
     は春日井227 春日井市白山町８－８－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2174250,228,1 ももの木歯科 〒486-0801 0568-87-7277医療法人旬裕会　理事吉田　和史 平25. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井228 春日井市上田楽町２８５２－１ 常　勤:    2長　吉田　和史 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平25. 8. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2175250,229,9 ありす歯科 〒480-0305 0568-37-1418医療法人参方善さくら加藤　久美 平25. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井229 春日井市坂下町１－１５２６－１常　勤:    2会　理事長　黒瀬　基 新規 現存
     (歯       2)尋 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2176250,230,7 しお歯科クリニック 〒486-0918 0568-37-1025塩崎　洋一 塩崎　洋一 平25.10. 1歯   小歯 診療所
     は春日井230 春日井市如意申町７－１５－８ 常　勤:    3 新規 現存
     (歯       3) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2177250,231,5 いずみ歯科クリニック〒486-0841 0568-37-1482清水　勇孝 清水　勇孝 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井231 春日井市南下原町４－８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2178250,233,1 たんぽぽ歯科 〒486-0927 0568-83-5118医療法人参方善さくら黒瀬　絵里奈 平27. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は春日井233 春日井市柏井町４－１７ 常　勤:    5会　理事長　黒瀬　基 交代 矯歯 現存
     (歯       5)尋 平27. 4. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2179250,234,9 渡辺歯科クリニック 〒487-0033 0568-92-2051渡邉　潤次郎 渡邉　潤次郎 平27. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井234 春日井市岩成台９－１－４ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2180250,235,6 石尾台歯科医院 〒487-0006 0568-91-1155桑山　吉彦 桑山　吉彦 平27. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井235 春日井市石尾台３－２－２３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2181250,236,4 あらき矯正歯科 〒486-0928 0568-35-5111医療法人あらき矯正歯荒木　武弥 平27. 7. 1矯歯 診療所
     は春日井236 春日井市妙慶町２－３９メゾンボ常　勤:    1科　理事長　荒木　武 組織変更 現存
     ヌール１階 (歯       1)弥 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2182250,238,0 春日井きらり歯科 〒486-0851 0568-37-4418医療法人参方善さくら伊藤　允彦 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は春日井238 春日井市篠木町８－４－５８ 常　勤:    2会　理事長　黒瀬　基 新規 矯歯 現存
     (歯       2)尋 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2183250,239,8 月見歯科クリニック 〒486-0835 0568-83-3357医療法人社団清青会　佐藤　青児 平28. 5. 1歯   小歯 診療所
     は春日井239 春日井市月見町５９－４ 常　勤:    2理事長　佐藤　青児 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2184250,242,2 にわ歯科クリニック 〒486-0841 0568-57-2828医療法人　二八会　理丹羽　喜人 平29. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井242 春日井市南下原町６－４－１１ 常　勤:    2事長　丹羽　実保 交代 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2185250,243,0 オリーブ歯科こども歯〒487-0022 0568-37-1588医療法人社団愛心会　和田　昌久 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     は春日井243 科 春日井市庄名町２－２－１ 常　勤:    1理事長　和田　英利 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2186250,244,8 とも歯科こども歯科 〒486-0918 0568-37-0828稲濱　友洋 稲濱　友洋 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井244 春日井市如意申町７－１－６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2187250,245,5 たけし矯正こども歯科〒486-0931 0568-31-4182德倉　健 德倉　健 平29. 7. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     は春日井245 春日井市松新町４－２－１１ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1歯科は一般歯科
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2188250,246,3 おがわ矯正歯科・歯科〒487-0025 0568-51-6480医療法人清佳会　理事小川　清隆 平29. 7. 1矯歯 他   歯  診療所
     は春日井246 春日井市出川町大島２００６－１常　勤:    2長　小川　清隆 組織変更 他は小児矯正歯現存
     ３ (歯       2) 平29. 7. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2189250,247,1 佐藤歯科医院 〒486-0844 0568-81-4941佐藤　和哉 佐藤　和哉 平30. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は春日井247 春日井市鳥居松町６－７ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
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 2190250,248,9 春日井アップル歯科 〒486-0926 0568-37-4618医療法人参方善さくら新田　康博 平30. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     は春日井248 春日井市小野町２－１－１ 常　勤:    1会　理事長　黒瀬　基 新規 現存
     (歯       1)尋 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2191250,249,7 花長ファミリー歯科 〒486-0954 0568-36-8703水野　大生 水野　大生 平30. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は春日井249 春日井市南花長町５－４ 常　勤:    1 新規 他   現存
     (歯       1) 平30. 5. 1他：歯科口腔外
     非常勤:    1 科
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2192260,033,3 八木歯科医院 〒442-0872 05338-6-4341八木　利治 八木　利治 昭56. 5. 1歯   診療所
     は豊川33 豊川市金塚町２－６３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2193260,041,6 星野小児歯科 〒442-0886 0533-84-8250星野　周二 星野　周二 昭54.10. 1小歯 診療所
     は豊川41 豊川市牛久保駅通４－３７－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2194260,045,7 青柳歯科 〒442-0801 05338-5-7735青柳　明夫 青柳　明夫 昭63. 4. 2歯   診療所
     は豊川45 豊川市上野３－５７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2195260,048,1 伊藤歯科医院 〒442-0857 0533-88-5630伊藤　正俊 伊藤　正俊 平22. 3. 8歯   診療所
     は豊川48 豊川市八幡町大池１７－１６ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2196260,049,9 みなみ歯科医院 〒442-0068 05338-5-1182南　正一 南　正一 昭57. 3. 1歯   診療所
     は豊川49 豊川市諏訪３－８５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2197260,050,7 山口歯科医院 〒442-0824 05338-9-0235山口　和保 山口　和保 昭57. 4. 1歯   診療所
     は豊川50 豊川市下長山町中屋敷５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2198260,051,5 川上歯科医院 〒442-0051 05338-4-8817川上　尊弘 川上　尊弘 昭57. 4. 1歯   診療所
     は豊川51 豊川市中央通２－４４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2199260,053,1 小野歯科医院 〒442-0826 05338-6-2227小野　秀樹 小野　秀樹 昭57. 7. 1歯   診療所
     は豊川53 豊川市牛久保町常盤１０３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2200260,055,6 菅谷歯科医院 〒442-0013 05338-5-8148菅谷　彰 菅谷　彰 昭58. 3. 1歯   診療所
     は豊川55 豊川市大堀町１１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2201260,058,0 藤井歯科医院 〒442-0839 0533-85-1125藤井　茂 藤井　茂 昭59. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊川58 豊川市四ツ谷町２－８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2202260,060,6 後藤歯科医院 〒442-0055 05338-5-7870後藤　秀夫 後藤　秀夫 平 4. 3.27歯   小歯 診療所
     は豊川60 豊川市金屋橋町１０５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2203260,061,4 豊川市歯科医療センタ〒442-0068 0533-84-7757一般社団法人　豊川市山脇　俊明 昭62. 4. 1歯   診療所
     は豊川61 ー 豊川市諏訪３－２４２－３ 常　勤:    1歯科医師会　会長　平 現存
     (歯       1)野　義雄 平29. 4. 1
     非常勤:   84
     (歯      84)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2204260,062,2 中谷歯科医院 〒441-0211 05338-7-5468中谷　光宏 中谷　光宏 昭62. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊川62 豊川市御油町八面前１５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2205260,063,0 岡田歯科医院 〒442-0888 05338-6-8241岡田　昌通 岡田　昌通 昭63. 5. 1歯   診療所
     は豊川63 豊川市千歳通４－８　ハクヨメデ常　勤:    1 現存
     ィックス３階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2206260,065,5 冨安歯科 〒442-0889 05338-5-5508冨安　真吾 冨安　真吾 昭63. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊川65 豊川市南大通４－１６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2207260,066,3 医療法人温仁会　川島〒442-0051 05338-6-2793医療法人温仁会　理事川島　康弘 昭64. 1. 6歯   小歯 診療所
     は豊川66 歯科医院 豊川市中央通４－５７ 常　勤:    2長　川島　康弘 現存
     (歯       2) 平28. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2208260,067,1 辻田歯科医院 〒442-0029 05338-6-8181辻田　浩和 辻田　浩和 平元. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊川67 豊川市末広通２－１３－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2209260,068,9 内藤歯科 〒442-0802 05338-4-8000内藤　久典 内藤　久典 平元. 6. 1歯   診療所
     は豊川68 豊川市麻生田町大荒子２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2210260,069,7 寺部歯科医院 〒442-0069 0533-86-1586寺部　康次郎 寺部　康次郎 平元. 7. 1歯   診療所
     は豊川69 豊川市諏訪西町２－２４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2211260,070,5 榎本歯科医院 〒442-0025 05338-9-5605榎本　晋吾 榎本　晋吾 平 2. 4. 1歯   診療所
     は豊川70 豊川市東豊町　５ー３６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2212260,072,1 星野歯科 〒442-0062 0533-89-5757星野　正英 星野　正英 平 4. 3. 1歯   診療所
     は豊川72 豊川市本野町西浦７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2213260,073,9 かわい歯科 〒442-0013 05338-9-6688川合　史洋 川合　史洋 平 4. 9. 1歯   診療所
     は豊川73 豊川市大堀町２８６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2214260,074,7 医療法人聖心会山本歯〒442-0068 0533-86-3341医療法人聖心会　理事山本　洋平 平 5. 7. 1歯   診療所
     は豊川74 科クリニック 豊川市諏訪４－１７６ 常　勤:    2長　山本　洋平 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2215260,075,4 カニエ歯科医院 〒442-0835 05338-9-9001蟹江　直樹 蟹江　直樹 平 5.11. 1歯   小歯 診療所
     は豊川75 豊川市新桜町通１－４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2216260,076,2 医療法人細井歯科　細〒441-0211 0533-88-4234医療法人細井歯科　理細井　平修 平 7. 1. 1歯   診療所
     は豊川76 井歯科医院 豊川市御油町若宮１１ 常　勤:    2事長　細井　平修 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2217260,078,8 医療法人桜木歯科　桜〒442-0027 0533-86-1100医療法人桜木歯科　理山脇　俊明 平 7. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊川78 木歯科医院 豊川市桜木通５－２０－３ 常　勤:    3事長　山脇　俊明 組織変更 現存
     (歯       3) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2218260,079,6 医療法人国府歯科医院〒442-0855 0533-88-2700医療法人国府歯科医院木下　康 平 7. 1. 1歯   小歯 診療所
     は豊川79 豊川市新栄町１－１ 常　勤:    3　理事長　木下　康 組織変更 現存
     (歯       3) 平28. 1. 1
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 2219260,081,2 白岩歯科医院 〒442-0051 05338-9-3217白岩　克規 白岩　克規 平 7.11. 1歯   診療所
     は豊川81 豊川市中央通２－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2220260,082,0 宮内歯科医院 〒442-0069 05338-3-2670宮内　広書 宮内　広書 平 8.10. 1歯   診療所
     は豊川82 豊川市諏訪西町２－１０７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2221260,083,8 夏目歯科医院 〒442-0862 05338-3-2500夏目　範之 夏目　範之 平 8.11. 1歯   小歯 診療所
     は豊川83 豊川市市田町谷源次１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2222260,084,6 小林歯科 〒442-0006 0533-82-0555小林　孝治 小林　孝治 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊川84 豊川市三蔵子町一里塚２７－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2223260,085,3 そだ歯科医院 〒442-0851 0533-89-7733曽田　敏弘 曽田　敏弘 平 9. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊川85 豊川市野口町道下２６－１ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2224260,086,1 平野歯科医院 〒442-0873 05338-6-2291平野　義雄 平野　義雄 平10. 1. 1歯   矯歯 診療所
     は豊川86 豊川市山道町２－４２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2225260,087,9 医療法人中尾歯科医院〒442-0888 0533-86-8978医療法人中尾歯科医院中尾　智一 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊川87 豊川市千歳通１－３８ 常　勤:    1　理事長　中尾　智一 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2226260,091,1 かえで歯科 〒441-0211 0533-87-2562柴田　寿信 柴田　寿信 平10.11. 1歯   小歯 診療所
     は豊川91 豊川市御油町万福寺５４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2227260,093,7 内田歯科医院 〒442-0036 0533-85-8125内田　峰生 内田　峰生 平11. 9. 1歯   小歯 診療所
     は豊川93 豊川市豊川栄町８５トキワビル２常　勤:    1 新規 現存
     階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2228260,094,5 はらだ歯科 〒442-0883 0533-83-8811原田　敦史 原田　敦史 平11.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊川94 豊川市高見町１－４２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2229260,095,2 山本歯科医院 〒442-0033 0533-83-8566山本　眞 山本　眞 平11.12. 1歯   診療所
     は豊川95 豊川市豊川町仁保通７５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2230260,096,0 あだちファミリー歯科〒442-0842 0533-80-3711足立　孝弘 足立　孝弘 平12. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊川96 豊川市蔵子６－１０－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2231260,097,8 和久田歯科医院 〒442-0842 0533-86-3465和久田　交史 和久田　交史 平13. 3. 1歯   診療所
     は豊川97 豊川市蔵子１－２６－４４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2232260,099,4 今井歯科医院 〒442-0855 0533-88-2649甕　康枝 甕　康枝 平13.12.25歯   小歯 矯歯診療所
     は豊川99 豊川市新栄町３－７５－７ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平25.12.25
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2233260,100,0 アート歯科 〒442-0856 0533-88-8666鈴木　立子 鈴木　立子 平14. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊川100 豊川市久保町葉善寺１５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2234260,101,8 鈴木歯科クリニック 〒442-0818 0533-84-8211鈴木　達也 鈴木　達也 平14. 7. 5歯   診療所
     は豊川101 豊川市中条町広口１－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2235260,102,6 おかだ矯正歯科 〒442-0068 0533-82-3600医療法人ＯＷＬ　理事岡田　徹 平20. 2.29矯歯 診療所
     は豊川102 豊川市諏訪３－３０２プリオⅡ　常　勤:    1長　岡田　徹 移動 現存
     １階 (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2236260,103,4 杉石歯科クリニック 〒442-0854 0533-88-3380杉石　晋 杉石　晋 平17. 4. 1歯   診療所
     は豊川103 豊川市国府町桜田７５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2237260,105,9 中尾歯科医院 〒441-1231 05339-3-5122中尾　完二 中尾　完二 昭50. 8. 1歯   診療所
     は豊川105 豊川市一宮町泉１３５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2238260,106,7 山田歯科医院 〒441-1205 05339-3-5225山田　長三郎 山田　長三郎 昭57. 4. 1歯   診療所
     は豊川106 豊川市大木町鑓水３４０－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2239260,107,5 加藤歯科医院 〒441-1231 05339-3-5131加藤　浩典 加藤　浩典 昭63. 5. 1歯   小歯 診療所
     は豊川107 豊川市一宮町栄１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2240260,108,3 大谷歯科医院 〒441-1231 05339-3-7164大谷　和生 大谷　和生 平 4. 4. 1歯   診療所
     は豊川108 豊川市一宮町下新切７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2241260,109,1 和久田歯科医院 〒441-1231 05339-3-5848和久田　志賀司 和久田　志賀司 平 7. 5. 1歯   診療所
     は豊川109 豊川市一宮町上新切３７５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2242260,111,7 おおつじ歯科 〒441-1206 0533-92-2112大辻　清 大辻　清 平11. 6. 1歯   歯外 診療所
     は豊川111 豊川市篠田町割塚３７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2243260,112,5 小林歯科医院 〒442-0853 0533-87-2521鈴木　成司 鈴木　成司 平18. 4.27歯   小歯 矯歯診療所
     は豊川112 豊川市新青馬町５－３４ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 4.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2244260,114,1 ひらお歯科 〒442-0863 0533-82-2777医療法人良美会　理事桑名　菊寿 平19. 3. 1歯   小歯 診療所
     は豊川114 豊川市平尾町前田７４－１ 常　勤:    1長　桑名　良輔 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2245260,115,8 天野歯科医院 〒442-0027 0533-85-3220天野　光専 天野　光専 平19. 4. 1歯   診療所
     は豊川115 豊川市桜木通１－３５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2246260,116,6 おとわ歯科医院 〒441-0202 05338-8-6203山口　和男 山口　和男 昭57.12. 1歯   小歯 診療所
     は豊川116 豊川市赤坂町大日１７２－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2247260,117,4 医療法人天野歯科　天〒441-0202 0533-88-5582医療法人天野歯科　理天野　泰延 平 7. 1. 1歯   矯歯 診療所
     は豊川117 野歯科医院 豊川市赤坂町山蔭２１５－２ 常　勤:    2事長　天野　泰延 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2248260,120,8 今泉歯科医院 〒441-0311 05337-6-3011今泉　功 今泉　功 昭55. 8. 1歯   診療所
     は豊川120 豊川市御津町御馬西４６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
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 2249260,121,6 足立歯科クリニック 〒441-0312 05337-6-3781足立　敏行 足立　敏行 平 2. 7. 1歯   診療所
     は豊川121 豊川市御津町西方狐塚７０－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2250260,122,4 医療法人芳賀歯科 〒441-0312 0533-76-4118医療法人芳賀歯科　理芳賀　俊一郎 平 7.10. 1歯   診療所
     は豊川122 豊川市御津町西方日暮２３－２ 常　勤:    1事長　芳賀　俊一郎 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2251260,123,2 大谷歯科医院 〒441-0311 05337-6-2419大谷　広緒 大谷　広緒 平 8. 4. 4歯   診療所
     は豊川123 豊川市御津町御馬加美１３１－１常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2252260,125,7 医療法人大原医院　歯〒442-0874 0533-56-2605医療法人大原医院　理大原　照比佐 平20.12. 1歯   歯外 診療所
     は豊川125 科 豊川市松久町２－１－１ 常　勤:    1事長　大原　教知可 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2253260,127,3 ふじい歯科 〒441-0203 0533-80-1577藤井　丈義 藤井　丈義 平21. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊川127 豊川市長沢町向谷１３０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2254260,130,7 ヒロタ歯科クリニック〒441-0105 05337-8-2802廣田　正司 廣田　正司 昭60. 6. 1歯   小歯 診療所
     は豊川130 豊川市伊奈町南山新田３２５－７常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2255260,132,3 佐藤ファミリー歯科 〒441-0102 0533-72-7188佐藤　知子 佐藤　知子 平19. 6. 1歯   小歯 診療所
     は豊川132 豊川市篠束町大堀１６５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2256260,133,1 たい歯科クリニック 〒442-0832 0533-84-5113杉石　泰 杉石　泰 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊川133 豊川市寿通２－４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2257260,134,9 ささき歯科クリニック〒442-0802 0533-65-7033佐々木　紀知加 佐々木　紀知加 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊川134 豊川市麻生田町寺前５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2258260,135,6 今泉歯科診療院 〒441-0211 0533-87-4056今泉　薫 今泉　薫 平23. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は豊川135 豊川市御油町八面前４－８ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2259260,136,4 いとう歯科クリニック〒441-0105 0533-78-6480医療法人いとう歯科ク伊藤　真英 平25. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊川136 豊川市伊奈町南山新田３０５－７常　勤:    2リニック　理事長　伊 組織変更 現存
     ０ (歯       2)藤　真英 平25. 4. 1
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 2260260,137,2 あとだ歯科 〒442-0854 0533-87-3404後田　タロオ 後田　タロオ 平26. 4. 1歯   診療所
     は豊川137 豊川市国府町下河原５５－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2261260,138,0 まつやま歯科クリニッ〒442-0862 0533-56-8282松山　尚義 松山　尚義 平27.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は豊川138 ク 豊川市市田町中社９８ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2262260,139,8 鈴木歯科 〒442-0068 0533-84-6258鈴木　邦治 鈴木　邦治 平28. 1. 1歯   小歯 診療所
     は豊川139 豊川市諏訪２－２７７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2263260,140,6 あんとうデンタルクリ〒442-0877 0533-83-1182医療法人エムティーシ安東　基善 平28. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊川140 ニック 豊川市下野川町１－２７ 常　勤:    1ー　理事長　安東　基 組織変更 現存
     (歯       1)善 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2264260,141,4 ハーブ歯科クリニック〒442-0811 0533-89-5688医療法人健功会　理事髙橋　功 平29. 1. 1歯   小歯 診療所
     は豊川141 豊川市馬場町上石畑６６ 常　勤:    1長　髙橋　功 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2265260,142,2 はっとり歯科クリニッ〒442-0857 0533-87-5166服部　肇 服部　肇 平29. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     は豊川142 ク 豊川市八幡町西赤土６６ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2266260,144,8 わたなべ歯科 〒441-0101 0533-78-6567渡邉　由裕 渡邉　由裕 平30. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は豊川144 豊川市宿町中島８３－１ 常　勤:    1 新規 歯科口腔外科を現存
     (歯       1) 平30. 1. 1標榜上「口腔外
     非常勤:    1 科」と標榜
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2267260,145,5 ウェルネスやわた歯科〒442-0851 0533-95-1220医療法人誠流会　理事近藤　敬介 平30. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     は豊川145 医院 豊川市野口町新屋敷２７ 常　勤:    1長　藤城　直也 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2268260,146,3 おがわ歯科クリニック〒442-0851 0533-89-0118小川　雄右 小川　雄右 平30. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は豊川146 豊川市野口町豊角１４－１ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 2269260,147,1 ひぐちデンタル＆ケア〒442-0879 0533-56-8999樋口　貴俊 樋口　貴俊 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は豊川147 　おひさま歯科 豊川市萩山町３－２０－８ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2270270,021,6 井桁歯科 〒496-0038 0567-25-7880井桁　清和 井桁　清和 昭53. 4. 1歯   診療所
     は津島21 津島市橘町２－７１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2271270,023,2 大鹿デンタルクリニッ〒496-0031 0567-25-7198大鹿　隆司 大鹿　隆司 平19. 2. 1歯   小歯 診療所
     は津島23 ク 津島市埋田町５－３１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2272270,024,0 ヒルマデンタルクリニ〒496-0004 0567-26-0586水野　憲雄 水野　憲雄 昭55. 4. 1歯   診療所
     は津島24 ック 津島市蛭間町弁日１０５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2273270,025,7 向井歯科医院 〒496-0009 0567-26-1881向井　耕二 向井　耕二 昭55. 4. 1歯   小歯 診療所
     は津島25 津島市葉苅町北町７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2274270,027,3 ヨコイ歯科 〒496-0048 0567-24-3537横井　孝典 横井　孝典 昭55. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は津島27 津島市藤里町２－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2275270,028,1 歯科山田クリニック 〒496-0037 0567-24-8005山田　隆司 山田　隆司 昭55. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は津島28 津島市西愛宕町１－９９－１－３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2276270,031,5 ウエダ歯科クリニック〒496-0014 0567-31-3922上田　富士男 上田　富士男 昭56. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は津島31 津島市金柳町神様田２２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2277270,034,9 わたなべ歯科医院 〒496-0037 0567-26-0808渡邉　健一 渡邉　健一 昭58.10. 1歯   小歯 診療所
     は津島34 津島市西愛宕町２－７８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2278270,035,6 昭和歯科クリニック 〒496-0809 0567-26-1333鈴木　伸一郎 鈴木　伸一郎 昭59. 4. 1歯   診療所
     は津島35 津島市昭和町４－１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2279270,037,2 石垣歯科医院 〒496-0827 0567-26-2710石垣　光敏 石垣　光敏 昭61. 1. 1歯   診療所
     は津島37 津島市浦方町１０ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2280270,038,0 杉野歯科 〒496-0038 0567-26-4423杉野　順啓 杉野　順啓 昭61. 4. 1歯   診療所
     は津島38 津島市橘町４－９８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2281270,039,8 田中歯科 〒496-0044 0567-25-4151田中　誠 田中　誠 昭61. 5. 1歯   小歯 診療所
     は津島39 津島市立込町２－６１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2282270,040,6 下切歯科医院 〒496-0029 0567-26-0118大鹿　正 大鹿　正 昭61.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は津島40 津島市下切町高橋１２８－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2283270,041,4 ひらの歯科 〒496-0807 0567-28-4180平野　真英 平野　真英 昭62. 5. 1歯   小歯 診療所
     は津島41 津島市天王通６－６６－２　サン常　勤:    1 現存
     パーク津島２階 (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2284270,042,2 井田歯科 〒496-0011 0567-25-4838井田　和彦 井田　和彦 昭62.10. 1歯   小歯 診療所
     は津島42 津島市莪原町みずほ１２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2285270,043,0 はせ川歯科 〒496-0005 0567-24-3834長谷川　健 長谷川　健 昭62.11. 1歯   小歯 診療所
     は津島43 津島市神守町古道３４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2286270,044,8 唐臼歯科医院 〒496-0026 0567-32-2233杉本　容朗 杉本　容朗 昭63.10. 1歯   小歯 診療所
     は津島44 津島市唐臼町当理３５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2287270,045,5 宇佐見歯科医院 〒496-0001 0567-28-7280宇佐見　弘道 宇佐見　弘道 平 3. 6. 1歯   小歯 診療所
     は津島45 津島市青塚町４－１０２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2288270,046,3 マジマ歯科医院 〒496-0045 0567-26-2805馬島　章也 馬島　章也 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     は津島46 津島市東柳原町４－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2289270,047,1 つしまファミリー歯科〒496-0046 0567-26-4335安藤　隆 安藤　隆 平 6. 7. 1歯   小歯 診療所
     は津島47 津島市柳原町１－４８ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平24. 7. 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

［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   238 頁

 2290270,048,9 愛歯科高見クリニック〒496-0819 0567-23-1351高見　彰一 高見　彰一 平 7. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は津島48 津島市又吉町１－１３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2291270,050,5 海部津島たんぽぽ矯正〒496-0862 0567-26-6480永縄　貴 永縄　貴 平12. 3. 1矯歯 診療所
     は津島50 歯科クリニック 津島市城山町２－１５８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2292270,051,3 大鹿歯科医院 〒496-0801 0567-26-2043大鹿　朗 大鹿　朗 平13. 8. 7歯   小歯 診療所
     は津島51 津島市藤浪町３－７９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2293270,052,1 すずき歯科 〒496-0005 0567-24-7133鈴木　聡 鈴木　聡 平15. 7. 1歯   小歯 診療所
     は津島52 津島市神守町森本２９ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2294270,053,9 オー，デンタルクリニ〒496-0027 0567-22-5260医療法人承風会　理事島内　英俊 平16. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は津島53 ック津島 津島市津島北新開３５１イッツボ常　勤:    3長　橋本　直明 新規 現存
     ナンザシティヨシヅヤ津島本店１(歯       3) 平28. 2. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2295270,054,7 内田歯科医院 〒496-0834 0567-26-2714内田　和雄 内田　和雄 平20. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は津島54 津島市南本町３－２７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2296270,055,4 日光川歯科 〒496-0019 0567-24-1725塚田　真二朗 塚田　真二朗 平22. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は津島55 津島市百島町丸田５８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2297270,057,0 愛知ひとまち歯科医院〒496-0862 0567-28-8280春日　祐太 春日　祐太 平27. 2. 1歯   小歯 診療所
     は津島57 津島市城山町２－１３０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2298270,059,6 たかしま歯科 〒496-0853 0567-26-3939高嶋　俊裕 高嶋　俊裕 平28. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は津島59 津島市宮川町１－９７－２ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2299270,061,2 つしまスマイル歯科ク〒496-0071 0567-22-2300山田　淳一 山田　淳一 平29. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は津島61 リニック 津島市新開町２－１８ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2300270,062,0 医療法人　陽山会　げ〒496-0048 0567-28-0222医療法人陽山会げんき山内　元気 平30. 1. 4歯   歯外 矯歯診療所
     は津島62 んき歯科 津島市藤里町３－６ 常　勤:    1歯科　理事長　山内　 組織変更 小歯 現存
     (歯       1)元気 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2301280,018,0 リコー歯科 〒447-0877 0566-42-8884永坂　利行 永坂　利行 平12.10. 1歯   診療所
     は碧南18 碧南市栄町４－８８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2302280,019,8 新須磨歯科医院 〒447-0044 0566-42-5324永坂　澄輝 永坂　澄輝 平 3.10.11歯   診療所
     は碧南19 碧南市末広町３－４７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2303280,020,6 オサダ歯科医院 〒447-0886 0566-42-5262長田　和己 長田　和己 昭53.11. 1歯   診療所
     は碧南20 碧南市源氏町５－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2304280,022,2 エルム歯科 〒447-0085 0566-42-6480佐々木　俊典 佐々木　俊典 昭55. 9. 1歯   矯歯 診療所
     は碧南22 碧南市金山町５－３４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2305280,024,8 中央歯科 〒447-0871 0566-48-3600長田　明 長田　明 昭56. 3. 1歯   小歯 診療所
     は碧南24 碧南市向陽町２－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2306280,025,5 松江歯科クリニック 〒447-0868 0566-48-3400杉浦　和明 杉浦　和明 昭56.10. 1歯   診療所
     は碧南25 碧南市松江町３－４３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2307280,028,9 鶴田歯科医院 〒447-0074 0566-48-3911鶴田　明男 鶴田　明男 昭59. 2. 1歯   診療所
     は碧南28 碧南市上町２－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2308280,029,7 衣浦歯科医院 〒447-0849 0566-48-0648鈴木　健三 鈴木　健三 昭59. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は碧南29 碧南市築山町３－７８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 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

［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   240 頁

 2309280,032,1 わしづか歯科 〒447-0022 0566-42-4433伊藤　正幸 伊藤　正幸 昭63. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は碧南32 碧南市旭町２－９２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2310280,034,7 医療法人真成会碧歯科〒447-0041 0566-48-4343医療法人真成会　理事中根　逸朗 平 2. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は碧南34 医院 碧南市緑町２－８７ 常　勤:    1長　中根　逸朗 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2311280,035,4 なかまち歯科 〒447-0846 0566-42-8868神谷　覚 神谷　覚 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     は碧南35 碧南市中町１－５１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2312280,036,2 かねます歯科 〒447-0886 0566-41-0346斎藤　英延 斎藤　英延 平 3.12. 1歯   矯歯 診療所
     は碧南36 碧南市源氏町５－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2313280,037,0 すずらん歯科 〒447-0878 0566-41-9540水野　博史 水野　博史 平 4. 6. 1歯   診療所
     は碧南37 碧南市松本町７７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2314280,038,8 ミシマ歯科・矯正歯科〒447-0831 0566-48-4181三島　知彦 三島　知彦 平 5. 3. 1歯   矯歯 診療所
     は碧南38 碧南市入船町３－５７－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2315280,039,6 しんかわ歯科 〒447-0057 0566-42-9363佐々木　琢磨 佐々木　琢磨 平 5. 6. 1歯   小歯 診療所
     は碧南39 碧南市鶴見町４－３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2316280,040,4 医療法人　石川歯科医〒447-0863 0566-42-6996医療法人石川歯科医院石川　義人 平 5. 7. 1歯   小歯 診療所
     は碧南40 院 碧南市新川町２－５２ 常　勤:    1　理事長　石川　義人 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2317280,041,2 龍一齒科 〒447-0864 0566-42-6410杉浦　龍一 杉浦　龍一 平 5.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は碧南41 碧南市道場山町２－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2318280,042,0 小林歯科 〒447-0802 0566-46-8877小林　正人 小林　正人 平 7. 7. 1歯   小歯 診療所
     は碧南42 碧南市鷲林町４－８９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2319280,045,3 篠田歯科 〒447-0045 0566-46-2894篠田　了 篠田　了 平10. 4. 1歯   診療所
     は碧南45 碧南市篭田町４－７７ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2320280,046,1 碧南市休日歯科診療所〒447-0827 0566-46-3700碧南市　碧南市長　禰水野　博史 平24. 4. 1歯   診療所
     は碧南46 　碧南市障害者歯科診碧南市前浜町４－２２ 常　勤:    1冝田　政信 移動 現存
     療所 (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:   46
     (歯      46)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2321280,047,9 ＹＵＩデンタルクリニ〒447-0874 0566-41-2429榊原　公唯 榊原　公唯 平11. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は碧南47 ック 碧南市作塚町１－３１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2322280,048,7 みやち歯科クリニック〒447-0879 0566-46-5222宮地　秀憲 宮地　秀憲 平12. 9. 1歯   小歯 診療所
     は碧南48 碧南市沢渡町１９８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2323280,049,5 こうじま歯科 〒447-0034 0566-43-3877小林　昭彦 小林　昭彦 平13.12. 1歯   診療所
     は碧南49 碧南市鴻島町５－４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2324280,050,3 岡田歯科 〒447-0865 0566-41-1074岡田　徹 岡田　徹 平17. 8.13歯   診療所
     は碧南50 碧南市浅間町２－１１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 8.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2325280,051,1 エンゼル歯科 〒447-0879 0566-46-1012山路　歩 山路　歩 平17.10. 1歯   診療所
     は碧南51 碧南市沢渡町９４－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2326280,053,7 盛田歯科医院 〒447-0858 0566-42-8848盛田　裕樹 盛田　裕樹 平19.10. 1歯   診療所
     は碧南53 碧南市石橋町３－１０７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2327280,054,5 林歯科医院 〒447-0027 0566-48-7075林　直樹 林　直樹 平21.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は碧南54 碧南市照光町４－２５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2328280,055,2 すぎの木歯科クリニッ〒447-0851 0566-42-5088杉浦　宏樹 杉浦　宏樹 平23. 4. 1歯   歯外 診療所
     は碧南55 ク 碧南市羽根町１－７７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2329280,056,0 杉浦歯科医院 〒447-0081 0566-48-7976杉浦　琢 杉浦　琢 平25. 5.16歯   診療所
     は碧南56 碧南市吹上町４－５４－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2330280,057,8 あだち歯科クリニック〒447-0868 0566-43-3988安達　仁 安達　仁 平26. 4. 1歯   小歯 診療所
     は碧南57 碧南市松江町６－８３－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2331280,058,6 エメラルドデンタルク〒447-0057 0566-91-8461髙木　加代子 髙木　加代子 平26. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は碧南58 リニック 碧南市鶴見町１－６２－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2332280,059,4 中根歯科医院 〒447-0889 0566-41-1278中根　恒治 中根　恒治 平28. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     は碧南59 碧南市東浦町４－６１－１ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2333280,060,2 小澤歯科医院 〒447-0886 0566-41-0273小澤　誠 小澤　誠 平29. 2. 1歯   小歯 診療所
     は碧南60 碧南市源氏町３－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2334280,061,0 あさい歯科クリニック〒447-0038 0566-45-6882浅井　健太郎 浅井　健太郎 平29. 5. 1歯   小歯 診療所
     は碧南61 碧南市荒子町２－３７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2335280,062,8 おがわ歯科クリニック〒447-0847 0566-93-3160小川　譲 小川　譲 平29. 9. 1歯   小歯 診療所
     は碧南62 碧南市音羽町２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2336280,063,6 神谷歯科医院 〒447-0867 0566-41-1215神谷　健史 神谷　健史 平29. 9. 1歯   診療所
     は碧南63 碧南市田尻町２－１７－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2337280,064,4 ひろ歯科クリニック 〒447-0061 0566-41-8890医療法人　睦和会　理福原　広和 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は碧南64 碧南市三度山町４－５－１ 常　勤:    1事長　福原　広和 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2338290,003,0 野村歯科医院 〒448-0844 0566-21-0174野村　幸代 野村　幸代 平 6.11. 1歯   診療所
     は刈谷3 刈谷市広小路５ー６６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2339290,014,7 杉崎歯科医院 〒448-0847 0566-24-0063杉崎　禎 杉崎　禎 昭39. 9. 1歯   診療所
     は刈谷14 刈谷市宝町２－３－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2340290,021,2 藤村歯科 〒448-0844 0566-23-8211藤村　恭史 藤村　恭史 昭46. 1. 6歯   診療所
     は刈谷21 刈谷市広小路６－６２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2341290,024,6 森田歯科医院 〒448-0813 0566-22-6336森田　仁 森田　仁 平17. 9.26歯   診療所
     は刈谷24 刈谷市小垣江町下松１０－４ 常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平29. 9.26
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2342290,028,7 小島歯科医院 〒448-0853 0566-24-0162小島　國眞 小島　國眞 昭51. 5. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷28 刈谷市高松町３－７３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2343290,029,5 たちばな歯科 〒448-0039 0566-24-0820橘　良国 橘　良国 昭60. 5. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷29 刈谷市原崎町４－３０１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2344290,031,1 刈谷セントラル歯科 〒448-0007 0566-36-6232杉浦　裕孝 杉浦　裕孝 昭53. 6. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷31 刈谷市東境町昭山１２６－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2345290,034,5 石川歯科医院 〒448-0804 0566-24-1010石川　邦治 石川　邦治 昭54.12. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷34 刈谷市半城土町乙本郷１１３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2346290,036,0 加藤歯科医院 〒448-0801 0566-23-0511加藤　昌之 加藤　昌之 昭55. 7. 1歯   診療所
     は刈谷36 刈谷市板倉町２－７－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2347290,037,8 小垣江歯科医院 〒448-0813 0566-23-5515神谷　克敏 神谷　克敏 昭56. 5. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷37 刈谷市小垣江町中伊勢山５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2348290,038,6 青島歯科 〒448-0001 0566-36-6660青島　忍 青島　忍 昭56. 8. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷38 刈谷市井ケ谷町桜島１１－５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2349290,040,2 東刈谷歯科医院 〒448-0806 0566-24-2300杉浦　史典 杉浦　史典 昭56.10. 1歯   診療所
     は刈谷40 刈谷市松栄町３－１－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2350290,041,0 江坂歯科医院 〒448-0802 0566-23-8258江坂　一幸 江坂　一幸 昭57. 7. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷41 刈谷市末広町３－８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2351290,044,4 スズキ歯科医院 〒448-0801 0566-23-1100鈴木　孝幸 鈴木　孝幸 昭58. 5. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷44 刈谷市板倉町１－４－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2352290,046,9 吉江歯科 〒448-0853 0566-22-7700吉江　龍文 吉江　龍文 昭59.11. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷46 刈谷市高松町２－３３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2353290,048,5 かきつばた歯科 〒448-0013 0566-21-2211三浦　正典 三浦　正典 平12.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     は刈谷48 刈谷市恩田町３－１６２－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2354290,051,9 高倉小児歯科医院 〒448-0037 0566-21-0881磯村　文質 磯村　文質 昭61. 5. 1小歯 歯   矯歯診療所
     は刈谷51 刈谷市高倉町２－４０６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2355290,052,7 高津波歯科 〒448-0037 0566-21-8991神谷　英隆 神谷　英隆 昭61. 5. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷52 刈谷市高倉町４－５１０ 常　勤:    2 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2356290,053,5 長沢歯科 〒448-0813 0566-24-3838長澤　恒保 長澤　恒保 昭61. 5. 1歯   診療所
     は刈谷53 刈谷市小垣江町池上２２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2357290,054,3 さかい歯科 〒448-0005 0566-35-0802酒井　寿人 酒井　寿人 昭62. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は刈谷54 刈谷市今川町山ノ神１３８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
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 2358290,056,8 みやのデンタルクリニ〒448-0807 0566-24-6701宮野　吉和 宮野　吉和 昭62. 7. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷56 ック 刈谷市東刈谷町１－９－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2359290,057,6 みゆき矯正歯科 〒448-0821 0566-21-8889神谷　修治 神谷　修治 昭62.11. 1歯   矯歯 診療所
     は刈谷57 刈谷市御幸町５－４０８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2360290,058,4 小谷歯科 〒448-0002 0566-36-4488小谷　久也 小谷　久也 昭62.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は刈谷58 刈谷市一里山町金山７３－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2361290,059,2 沓名歯科医院 〒448-0005 0566-36-0776沓名　幹雄 沓名　幹雄 昭63. 1. 1歯   診療所
     は刈谷59 刈谷市今川町１－８０２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2362290,061,8 医療法人重原歯科医院〒448-0022 0566-23-9066医療法人重原歯科医院鈴木　孝明 平 2. 1. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷61 刈谷市一色町１－１－１ 常　勤:    1　理事長　鈴木　孝明 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2363290,062,6 医療法人ソブエ歯科医〒448-0013 0566-21-8383医療法人ソブエ歯科医祖父江　純 平 2. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は刈谷62 院 刈谷市恩田町４－１５４－１４ 常　勤:    1院　理事長　祖父江　 現存
     (歯       1)純 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2364290,066,7 医療法人横井歯科医院〒448-0011 0566-23-6227医療法人横井歯科医院横井　政明 平 6. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は刈谷66 刈谷市築地町１－１２－１ 常　勤:    1　理事長　横井　政明 移動 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2365290,068,3 深津歯科医院 〒448-0803 0566-27-6471深津　安生 深津　安生 平19. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は刈谷68 刈谷市野田町新上納１２０－１ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2366290,069,1 三輪田歯科医院 〒448-0821 0566-27-6633三輪田　剛 三輪田　剛 平 5. 4. 1歯   診療所
     は刈谷69 刈谷市御幸町３－９－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2367290,071,7 田中歯科医院 〒448-0805 0566-22-6482医療法人田中歯科医院田中　東平 平12. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は刈谷71 刈谷市半城土中町３－１－１ 常　勤:    2　理事長　田中　東平 移動 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2368290,072,5 宮田歯科医院 〒448-0843 0566-21-0834宮田　泰 宮田　泰 平 6. 1.23歯   小歯 矯歯診療所
     は刈谷72 刈谷市新栄町４－６６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2369290,073,3 冨安歯科医院 〒448-0858 0566-21-8877冨安　一馬 冨安　一馬 平 6. 5. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷73 刈谷市若松町４－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2370290,074,1 磯村歯科医院 〒448-0043 0566-21-0072磯村　篤彦 磯村　篤彦 平 6.11.24歯   矯歯 小歯診療所
     は刈谷74 刈谷市小山町７－４１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2371290,075,8 京極歯科 〒448-0844 0566-21-0211久田　和明 久田　和明 平 7. 1. 1歯   診療所
     は刈谷75 刈谷市広小路３－３３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2372290,076,6 洲原歯科医院 〒448-0001 0566-36-8482近藤　時男 近藤　時男 平 7. 6. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷76 刈谷市井ケ谷町神田５６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2373290,080,8 医療法人逢見会近藤歯〒448-0002 0566-36-1188医療法人逢見会近藤歯近藤　毅 平 8. 7. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷80 科医院 刈谷市一里山町中本山１５６－１常　勤:    1科医院　理事長　近藤 組織変更 現存
     (歯       1)　毅 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2374290,082,4 伊藤歯科医院 〒448-0803 0566-29-0030伊藤　靖人 伊藤　靖人 平 9. 5. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷82 刈谷市野田町石仏１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2375290,083,2 いまきた歯科医院 〒448-0047 0566-29-2125今北　正明 今北　正明 平 9. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は刈谷83 刈谷市高津波町７－７０３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2376290,084,0 いわた歯科 〒448-0801 0566-24-6480岩田　達彦 岩田　達彦 平 9. 9. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷84 刈谷市板倉町１ー６ー６エンゼル常　勤:    1 交代 現存
     ハイム１階１０６号 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2377290,085,7 ひまわり歯科 〒448-0037 0566-28-6255加藤　佳典 加藤　佳典 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷85 刈谷市高倉町２－８１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2378290,086,5 みやび歯科医院 〒448-0026 0566-61-0588鈴木　雅詞 鈴木　雅詞 平17. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は刈谷86 刈谷市中山町２－２５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2379290,087,3 青葉歯科クリニック 〒448-0003 0566-63-2333森田　修 森田　修 平13. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は刈谷87 刈谷市一ツ木町４－５－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2380290,089,9 丹羽歯科医院 〒448-0842 0566-21-3101丹羽　克誌 丹羽　克誌 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷89 刈谷市東陽町４－３１－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2381290,092,3 石井歯科クリニック 〒448-0807 0566-63-5811石井　富子 石井　富子 平16. 4. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷92 刈谷市東刈谷町３－１７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2382290,093,1 しらい歯医者さん 〒448-0809 0566-22-8528白井　雄一郎 白井　雄一郎 平18. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     は刈谷93 刈谷市南沖野町１－１８－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2383290,094,9 杉浦歯科医院 〒448-0034 0566-21-7521杉浦　賢哉 杉浦　賢哉 平18. 4.18歯   診療所
     は刈谷94 刈谷市神明町６－１０６－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2384290,095,6 医療法人志朋会　やま〒448-0001 0566-63-9777医療法人志朋会　理事山村　昌弘 平19. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は刈谷95 むら歯科 刈谷市井ケ谷町久伝原６－１ 常　勤:   10長　山村　昌弘 組織変更 現存
     (歯      10) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2385290,097,2 ヨサミデンタルクリニ〒448-0812 0566-62-9900原田　貴司 原田　貴司 平20. 9. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷97 ック 刈谷市高須町１－１３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2386290,098,0 刈谷ステーション歯科〒448-0858 0566-95-8217大竹　利彦 大竹　利彦 平21. 6. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷98 刈谷市若松町２－１０１みなくる常　勤:    1 新規 現存
     刈谷ショッピングセンター２階 (歯       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2387290,099,8 ほし歯科クリニック 〒448-0005 0566-91-5545星合　伸介 星合　伸介 平22. 4. 1歯   小歯 診療所
     は刈谷99 刈谷市今川町井田４１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2388290,100,4 ファミリー歯科医院 〒448-0007 0566-36-7355医療法人ファミリー歯姜　在龍 平22.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は刈谷100 刈谷市東境町神田８－１ 常　勤:    2科医院　理事長　姜　 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)在龍 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2389290,101,2 きしもと刈谷矯正歯科〒448-0027 0566-24-1188医療法人メディア　理岸本　雅吉 平22.10. 1矯歯 歯   診療所
     は刈谷101 刈谷市相生町１－８－２ 常　勤:    1事長　岸本　雅吉 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2390290,102,0 神谷歯科医院 〒448-0842 0566-21-6785神谷　浩司 神谷　浩司 平23. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     は刈谷102 刈谷市東陽町１－２３ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2391290,103,8 医療法人至誠会　二村〒448-0028 0566-23-2222医療法人至誠会　理事野村　重彦 昭32.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は刈谷1 医院 刈谷市桜町４－２４ 常　勤:   10長　野村　重彦 現存
     (歯      10) 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2392290,104,6 きぼう歯科クリニック〒448-0015 0566-25-8282吉廻　慎 吉廻　慎 平24. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は刈谷104 刈谷市新田町６－６－１４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2393290,105,3 一ツ木歯科医院 〒448-0003 0566-24-1212安井　源喜 安井　源喜 平24. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は刈谷105 刈谷市一ツ木町５－１５－１ 常　勤:    3 交代 歯外 現存
     (歯       3) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2394290,106,1 泉田歯科医院 〒448-0004 0566-24-2206柘植　和彦 柘植　和彦 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は刈谷106 刈谷市泉田町神戸９－１ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2395290,107,9 にしじま歯科 〒448-0003 0566-62-8888医療法人Ｈ＆Ｔ　理事西嶋　宏禮 平26.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は刈谷107 刈谷市一ツ木町４－７－８ 常　勤:    1長　西嶋　宏禮 組織変更 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2396290,108,7 三浦歯科医院 〒448-0845 0566-21-0055医療法人三浦歯科医院三浦　健 平27. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は刈谷108 刈谷市銀座２－６３ 常　勤:    2　理事長　三浦　健 組織変更 現存
     (歯       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2397290,109,5 オアシス歯科医院東刈〒448-0803 0566-93-4618中村　浩子 中村　好徳 平28. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は刈谷109 谷 刈谷市野田町沖野５３－４ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2398290,111,1 刈谷駅ミナミデンタル〒448-0841 0566-25-1182医療法人刈谷駅ミナミ古田　達昭 平29. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は刈谷111 クリニック 刈谷市南桜町１－６４－２ 常　勤:    1デンタルクリニック　 組織変更 現存
     (歯       1)理事長　古田　達昭 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2399290,112,9 やまうち歯科 〒448-0033 0566-45-7001山内　大治 山内　大治 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は刈谷112 刈谷市丸田町５－２－２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2400300,023,6 とよた歯科医院 〒471-0034 0565-32-7568芦苅　良成 芦苅　良成 平 6. 9.25歯   矯歯 診療所
     は豊田23 豊田市小坂本町１ー９ー２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2401300,029,3 ヒル川歯科医院 〒471-0868 0565-31-4881蛭川　六花 蛭川　六花 昭49. 8. 1歯   診療所
     は豊田29 豊田市神田町１－１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2402300,030,1 新谷歯科医院 〒471-0045 0565-31-8874新谷　澄男 新谷　澄男 昭49. 9. 1歯   診療所
     は豊田30 豊田市東新町６－１２－６　元町常　勤:    1 現存
     ハイツ２階 (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2403300,031,9 芦苅歯科医院 〒473-0901 0565-27-2888芦苅　康裕 芦苅　康裕 平 5.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊田31 豊田市御幸本町１－２３４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
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 2404300,038,4 寺田歯科 〒473-0914 0565-52-9000寺田　勝美 寺田　勝美 昭51. 2. 1歯   小歯 診療所
     は豊田38 豊田市若林東町沖田８８－３ 常　勤:    2 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2405300,043,4 みこしば歯科医院 〒470-1218 0565-21-2260御子柴　晴行 御子柴　晴行 昭52. 3. 1歯   小歯 診療所
     は豊田43 豊田市上郷町５－１４－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2406300,046,7 藤井歯科医院 〒471-0805 0565-89-1810藤井　修 藤井　修 昭52. 7. 1歯   診療所
     は豊田46 豊田市美里４－９－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2407300,048,3 保見団地歯科診療所 〒470-0353 0565-48-2055中平　春夫 中平　春夫 昭52.11. 1歯   診療所
     は豊田48 豊田市保見ケ丘５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2408300,049,1 永田歯科医院 〒471-0054 0565-31-6130永田　一夫 永田　一夫 昭52.12.22歯   矯歯 小歯診療所
     は豊田49 豊田市天王町６－２５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12.22
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2409300,050,9 加藤歯科医院 〒473-0932 0565-52-3280加藤　哲郎 加藤　哲郎 昭53. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊田50 豊田市堤町御茶屋８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2410300,051,7 近藤歯科医院 〒471-0833 0565-28-3100近藤　強 近藤　強 昭53. 4. 1歯   診療所
     は豊田51 豊田市山之手６－４１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2411300,061,6 近藤歯科医院 〒470-0372 0565-45-0102近藤　茂 近藤　茂 昭54. 7. 1歯   診療所
     は豊田61 豊田市井上町１－８０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2412300,063,2 福岡歯科医院 〒470-0331 0565-45-3622福岡　康裕 福岡　康裕 昭54.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は豊田63 豊田市平戸橋町石平７６－６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2413300,065,7 鴻の巣歯科 〒471-0836 0565-28-3131鈴村　悦子 鈴村　悦子 平18. 6.20歯   診療所
     は豊田65 豊田市鴻ノ巣町１－１４－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 6.20
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 2414300,066,5 松森歯科 〒471-0803 0565-80-2233松森　克年 松森　克年 平 7.11. 1歯   小歯 診療所
     は豊田66 豊田市泉町２－６－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2415300,068,1 服部矯正小児歯科 〒471-0025 0565-34-3456服部　基一 服部　基一 平23. 2. 1矯歯 小歯 歯  診療所
     は豊田68 豊田市西町６－３－７ＫＫビル４常　勤:    1 移動 現存
     階 (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2416300,070,7 山本歯科医院 〒471-0032 0565-34-3311山本　和久 山本　和久 平 4.12. 8歯   診療所
     は豊田70 豊田市日南町５－２５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2417300,071,5 小倉歯科医院 〒471-0825 0565-27-1252小倉　愈 小倉　愈 昭55. 9. 1歯   診療所
     は豊田71 豊田市明和町４－５－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2418300,073,1 川原歯科医院 〒471-0805 0565-80-3050川原　英之 川原　英之 昭62. 6.20歯   小歯 診療所
     は豊田73 豊田市美里２－３－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2419300,074,9 英明歯科 〒471-0079 0565-33-0418近藤　英明 近藤　英明 昭56. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊田74 豊田市陣中町２－４－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2420300,077,2 服部歯科医院 〒470-1202 0565-27-1780服部　昌義 服部　昌義 昭56. 6. 1歯   小歯 診療所
     は豊田77 豊田市渡刈町６－５１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2421300,078,0 小坂加藤歯科 〒471-0035 0565-31-3377加藤　芳保 加藤　芳保 昭60. 5.10歯   小歯 診療所
     は豊田78 豊田市小坂町９－５３－２ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平30. 5.10
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2422300,080,6 岩瀬歯科医院 〒471-0024 0565-34-1118岩瀬　裕保 岩瀬　裕保 昭57. 6. 1歯   診療所
     は豊田80 豊田市元城町２－２８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
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 2423300,082,2 大澤歯科医院 〒471-0019 0565-88-0031大澤　六也 大澤　六也 昭58. 1. 1歯   矯歯 診療所
     は豊田82 豊田市高橋町１－４８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2424300,083,0 矢頭歯科医院 〒471-0035 0565-33-8814矢頭　吾貴 矢頭　吾貴 平 8. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊田83 豊田市小坂町３－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2425300,085,5 宮上歯科医院 〒471-0038 0565-31-3738鈴木　金夫 鈴木　金夫 平21. 9. 5歯   小歯 診療所
     は豊田85 豊田市宮上町３－６０－２ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平27. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2426300,086,3 さかきばら歯科 〒471-0833 0565-28-7011榊原　茂 榊原　茂 昭59. 3. 1歯   小歯 診療所
     は豊田86 豊田市山之手町３－１４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2427300,087,1 スワ歯科 〒473-0917 0565-52-3054諏訪　俊文 諏訪　俊文 昭59. 4. 1歯   診療所
     は豊田87 豊田市若林西町宮下１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2428300,089,7 村上歯科医院 〒470-1218 0565-21-1234村上　吉康 村上　吉康 昭59. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊田89 豊田市上郷町３－８－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2429300,091,3 前山台歯科 〒471-0828 0565-28-7856稲垣　常治 稲垣　常治 昭59.12. 1歯   診療所
     は豊田91 豊田市前山町４－１２－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2430300,092,1 つづき歯科医院 〒471-0842 0565-27-8080都築　正幸 都築　正幸 平26.11. 1歯   小歯 診療所
     は豊田92 豊田市土橋町７－８－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2431300,096,2 船井歯科医院 〒471-0006 0565-80-0016船井　信男 船井　信男 昭60.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊田96 豊田市市木町３－２－４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2432300,098,8 上ころもときわ歯科 〒471-0866 0565-31-8241塚本　昌宏 塚本　昌宏 平11. 4.21歯   小歯 診療所
     は豊田98 豊田市上挙母３－２５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2433300,099,6 甲村歯科堤診療室 〒473-0932 0565-52-1230甲村　雄二 甲村　雄二 昭61. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊田99 豊田市堤町御茶屋７５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2434300,101,0 田中歯科医院 〒473-0924 0565-53-3055田中　賢治 田中　賢治 昭61.10. 1歯   小歯 診療所
     は豊田101 豊田市花園町新田６２－１４ 現存
     平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2435300,103,6 京ケ峰ファミリー歯科〒471-0005 0565-80-1120太田　光俊 太田　光俊 昭62. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊田103 豊田市京ケ峰１－１０－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2436300,106,9 土井歯科医院 〒471-0802 0565-80-6552土井　聡 土井　聡 昭62.11. 1歯   小歯 診療所
     は豊田106 豊田市志賀町栃本７３７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2437300,107,7 広瀬歯科医院 〒473-0934 0565-52-8117廣瀬　時明 廣瀬　時明 昭62.11. 1歯   小歯 診療所
     は豊田107 豊田市前林町京塚根４４－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2438300,108,5 福岡歯科医院 〒471-0803 0565-80-7757福岡　保芳 福岡　保芳 昭62.12. 1歯   矯歯 診療所
     は豊田108 豊田市泉町３－６－９ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2439300,111,9 ますだ歯科 〒470-0345 0565-48-8300増田　尚記 増田　尚記 昭63. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊田111 豊田市東保見町大門６５－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2440300,112,7 大島歯科医院 〒473-0935 0565-53-4141大澤　守 大澤　守 昭63. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊田112 豊田市大島町栄９３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2441300,113,5 中根歯科 〒471-0067 0565-35-3833中根　理 中根　理 昭63. 6. 1歯   小歯 診療所
     は豊田113 豊田市栄生町５－４７－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2442300,115,0 すぎやま歯科 〒470-1219 0565-21-5161杉山　亨 杉山　亨 平18. 3.27歯   小歯 診療所
     は豊田115 豊田市畝部西町伍位２０４ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平30. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2443300,116,8 加藤歯科クリニック 〒471-0026 0565-33-6661加藤　正久 加藤　正久 昭63.10.18歯   矯歯 小歯診療所
     は豊田116 豊田市若宮町１－２４－２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.10.18
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2444300,117,6 加藤歯科保見ケ丘クリ〒470-0353 0565-48-5200加藤　和久 加藤　和久 昭63.11. 1歯   小歯 診療所
     は豊田117 ニック 豊田市保見ケ丘１－１５０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2445300,118,4 佐々木歯科 〒470-1216 0565-21-5555佐々木　亨 佐々木　亨 昭63.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田118 豊田市和会町山神東分７－３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2446300,120,0 コスモス歯科 〒470-0375 0565-45-3666牧野　泉 牧野　泉 平元. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田120 豊田市亀首町ハッロ洞７－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2447300,122,6 宮島歯科 〒473-0902 0565-28-8411宮島　徹夫 宮島　徹夫 平元. 6. 1歯   小歯 診療所
     は豊田122 豊田市大林町１２－１６－１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2448300,123,4 五ケ丘歯科 〒471-0814 0565-80-8668深見　寿 深見　寿 平元. 6. 1歯   小歯 診療所
     は豊田123 豊田市五ケ丘３－１１－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2449300,124,2 医療法人みふね小児歯〒470-0371 0565-45-6689医療法人みふね小児歯近藤　義郎 平元. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田124 科医院 豊田市御船町洞口２２－２ 常　勤:    2科医院　理事長　近藤 現存
     (歯       2)　義郎 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2450300,125,9 榊原歯科 〒471-0031 0565-34-1500医療法人享真会　理事榊原　淳平 平元. 9. 1歯   小歯 診療所
     は豊田125 豊田市朝日町１－５－３ 常　勤:    1長　榊原　惇郎 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2451300,126,7 岩田歯科医院 〒470-0331 0565-45-9981岩田　正 岩田　正 平元.10. 1歯   小歯 診療所
     は豊田126 豊田市平戸橋町太戸８３ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2452300,130,9 太田歯科医院 〒473-0917 0565-53-7050太田　正人 太田　正人 平 2. 4. 1歯   診療所
     は豊田130 豊田市若林西町塚本７４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
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 2453300,131,7 元町歯科 〒471-0855 0565-26-1010加藤　正樹 加藤　正樹 平 2. 5. 1歯   小歯 診療所
     は豊田131 豊田市柿本町６－４８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2454300,133,3 豊田第一歯科 〒471-0013 0565-89-2055黒野　郁彦 黒野　郁彦 平18. 8. 1歯   小歯 診療所
     は豊田133 豊田市高上２－１－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2455300,134,1 みずの歯科医院 〒471-0071 0565-31-8001水野　直紀 水野　直紀 平12.11.30歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田134 豊田市東梅坪町１－４－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平24.11.30
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2456300,137,4 井戸田歯科医院 〒473-0922 0565-53-7220井戸田　伯 井戸田　伯 平 2.10. 1歯   小歯 診療所
     は豊田137 豊田市高岡本町南８５－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2457300,140,8 神田歯科医院 〒471-0868 0565-33-2111鈴木　正彦 鈴木　正彦 平 3. 1. 1歯   小歯 診療所
     は豊田140 豊田市神田町２－４－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2458300,141,6 あかつき歯科医院 〒471-0845 0565-26-1511岩瀬　雅彦 岩瀬　雅彦 平 3. 4. 1歯   診療所
     は豊田141 豊田市田中町５－３９－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2459300,144,0 柴田歯科医院 〒471-0079 0565-33-6800柴田　芳紀 柴田　芳紀 平 3. 8. 1歯   小歯 診療所
     は豊田144 豊田市陣中町１－１８－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2460300,145,7 大正ファミリー歯科 〒471-0814 0565-88-0010松岡　永治 松岡　永治 平 3. 8. 1歯   小歯 診療所
     は豊田145 豊田市五ケ丘１－２－４ 非常勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2461300,147,3 宮地歯科医院 〒471-0078 0565-34-4182宮地　信太郎 宮地　信太郎 平 4. 3. 1歯   診療所
     は豊田147 豊田市昭和町４－８０須賀ビル１常　勤:    2 現存
     階 (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2462300,148,1 おぎの歯科医院 〒444-2215 0565-58-0648荻野　弘一 荻野　弘一 平 4. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊田148 豊田市中垣内町四ッ瀬２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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 2463300,150,7 たかくも歯科医院 〒471-0037 0565-32-9211高雲　啓 高雲　啓 平 4. 6. 1歯   小歯 診療所
     は豊田150 豊田市三軒町８－９７ 常　勤:    2 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2464300,151,5 みどり歯科クリニック〒471-0845 0565-29-2720谷川　博伸 谷川　博伸 平 4. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田151 豊田市田中町１－１１９－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2465300,152,3 クラウン歯科 〒473-0916 0565-53-3990服部　盛彦 服部　盛彦 平 4.11. 1歯   診療所
     は豊田152 豊田市吉原町平子３４－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2466300,153,1 都築歯科医院 〒471-0025 0565-32-0136都築　史幸 都築　史幸 平 5. 1. 1歯   診療所
     は豊田153 豊田市西町２－６５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2467300,154,9 清水歯科 〒470-0373 0565-46-5100清水　二郎 清水　二郎 平 5. 2. 1歯   小歯 診療所
     は豊田154 豊田市四郷町千田５５－３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2468300,155,6 竹内佐年デンタルオフ〒471-0877 0565-35-7088竹内　佐年 竹内　佐年 平21. 9. 1歯   診療所
     は豊田155 ィス 豊田市錦町１－４３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2469300,158,0 石黒歯科医院 〒471-0878 0565-35-8211石黒　高雄 石黒　高雄 平 5. 7. 1歯   診療所
     は豊田158 豊田市下林町５－４４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2470300,159,8 医療法人十種会丸子歯〒471-0071 0565-32-3718医療法人十種会　理事丸子　健二 平18.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田159 科 豊田市東梅坪町８－７－６ 常　勤:    5長　丸子　健二 移動 現存
     (歯       5) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2471300,160,6 花木歯科 〒471-0825 0565-28-9090医療法人俊穎会　理事花木　俊治 平 5.10. 1歯   小歯 診療所
     は豊田160 豊田市明和町２－４７－１ 常　勤:    1長　花木　俊治 組織変更 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2472300,163,0 こんどう矯正歯科 〒471-0026 0565-32-8041近藤　憲史 近藤　憲史 平 7. 1. 1矯歯 診療所
     は豊田163 豊田市若宮町１－８－１第３８オ常　勤:    1 新規 現存
     ーシャンビル６階 (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2473300,164,8 ながた歯科医院 〒473-0902 0565-24-8841永田　暢 永田　暢 平 7. 4. 1歯   診療所
     は豊田164 豊田市大林町１２－５－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2474300,167,1 ひえじま歯科クリニッ〒471-0803 0565-80-1155医療法人帛泉会　理事比江嶋　矩郎 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊田167 ク 豊田市泉町１－２－２８ 常　勤:    1長　比江嶋　矩郎 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2475300,168,9 岡田歯科クリニック 〒471-0071 0565-33-6480岡田　英昭 岡田　英昭 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊田168 豊田市東梅坪町８－５－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2476300,169,7 外山歯科 〒471-0812 0565-89-2324外山　剛 外山　剛 平18. 7.19歯   小歯 歯外診療所
     は豊田169 豊田市野見町１１－６４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2477300,170,5 三宅歯科医院 〒471-0077 0565-32-0301田嶋　克史 田嶋　克史 平 8. 8.31歯   診療所
     は豊田170 豊田市竹生町４－１８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 8.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2478300,171,3 星ケ丘歯科 〒473-0937 0565-55-0155林　峰雄 林　峰雄 平 8.11. 1歯   診療所
     は豊田171 豊田市西岡町星ケ丘２６４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2479300,172,1 中町歯科 〒473-0904 0565-54-1180竹下　博喜 竹下　博喜 平 8.12. 1歯   小歯 診療所
     は豊田172 豊田市中町中郷１４４－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2480300,175,4 医療法人ひいらぎ歯科〒473-0914 0565-53-5030医療法人ひいらぎ歯科牧野　豊 平10. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊田175 豊田市若林東町高根下７ 常　勤:    2　理事長　牧野　豊 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2481300,177,0 のぞみ歯科 〒473-0907 0565-25-7272川橋　ノゾミ 川橋　ノゾミ 平11. 4. 1小歯 歯   診療所
     は豊田177 豊田市竜神町神田７５－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2482300,181,2 上杉歯科医院 〒470-1206 0565-71-1717上杉　勝代 上杉　勝代 平11.12. 1歯   小歯 診療所
     は豊田181 豊田市永覚新町３－４８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2483300,182,0 あいづま歯科・こども〒471-0043 0565-37-7075大山　尚彦 大山　尚彦 平12.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田182 歯科 豊田市宮町７－１５９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
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 2484300,183,8 はなまる歯科 〒473-0914 0565-51-3939都築　敏雄 都築　敏雄 平12.10. 1歯   小歯 診療所
     は豊田183 豊田市若林東町上外根１４－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2485300,187,9 オー，デンタルクリニ〒471-0833 0565-74-3130医療法人広風会　理事亀井　佐矢子 平13.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊田187 ック豊田 豊田市山之手８－９２トヨタ生活常　勤:    1長　水野　正宣 新規 現存
     協同組合メグリア本店３階 (歯       1) 平25.12. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2486300,194,5 久歯科クリニック 〒471-0832 0565-74-1355加藤　久典 加藤　久典 平15. 6. 1歯   小歯 診療所
     は豊田194 豊田市丸山町１－５４－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2487300,195,2 医療法人清雅会　スタ〒471-0807 0565-88-8855医療法人清雅会　理事近藤　陽介 平15. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田195 ジアムデンタルクリニ豊田市広川町７－９１－２ 常　勤:    1長　柴田　尚子 新規 歯外 現存
     ック (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2488300,196,0 寿恵野歯科 〒470-1207 0565-25-8241医療法人寿恵野歯科　林　玄治 平15. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田196 豊田市鴛鴨町畔畑１１７－３ 常　勤:    1理事長　林　玄治 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2489300,197,8 医療法人岡田歯科医院〒470-1211 0565-21-6226医療法人岡田歯科医院岡田　光明 平15.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田197 豊田市畝部東町中切１１４ 常　勤:    5　理事長　岡田　光明 組織変更 現存
     (歯       5) 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2490300,200,0 サトウ歯科医院 〒473-0912 0565-54-8811医療法人俊明会　理事佐藤　俊哉 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     は豊田200 豊田市広田町谷口６９－３ 常　勤:    3長　佐藤　俊哉 組織変更 現存
     (歯       3) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2491300,201,8 あおぞら歯科医院 〒471-0006 0565-88-7333肌附　邦央 肌附　邦央 平16. 3. 1歯   小歯 診療所
     は豊田201 豊田市市木町４－１７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2492300,203,4 みなみ歯科 〒473-0926 0565-57-3688関川　修健 関川　修健 平16. 9. 1歯   小歯 診療所
     は豊田203 豊田市駒新町中通３６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
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 2493300,204,2 村上歯科医院 〒470-0372 0565-45-4821村上　裕矢 村上　裕矢 平22.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は豊田204 豊田市井上町４－１８７－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2494300,205,9 エンジェル歯科 〒471-0833 0565-29-4618鈴木　徹 鈴木　徹 平16.10. 1歯   小歯 診療所
     は豊田205 豊田市山之手８－３５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2495300,208,3 深見の森歯科 〒470-0441 0565-76-6556加藤　敦教 加藤　敦教 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊田208 豊田市深見町岩花１０６７－３９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2496300,209,1 みぞうえ歯科 〒470-0441 0565-76-0757溝上　博之 溝上　博之 平10. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田209 豊田市深見町常楽９９８－５７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2497300,210,9 ながい歯科 〒470-0431 0565-76-4058永井　泰成 永井　泰成 平10. 5. 1歯   小歯 診療所
     は豊田210 豊田市西中山町大田５１－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2498300,211,7 ふじおか小島歯科 〒470-0451 0565-76-5800小島　洋一 小島　洋一 平12. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田211 豊田市藤岡飯野町弥治前６０７－常　勤:    1 新規 現存
     １５ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2499300,212,5 たなか歯科 〒470-0431 0565-75-1811田中　淳 田中　淳 平15. 9. 1歯   小歯 診療所
     は豊田212 豊田市西中山町猿田１４－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2500300,213,3 可児歯科医院 〒470-0531 0565-65-3003可児　正臣 可児　正臣 昭64. 1. 1歯   小歯 診療所
     は豊田213 豊田市小原町尾崎８５５－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2501300,214,1 鈴木歯科医院 〒444-2424 0565-62-0344鈴木　珊伍 鈴木　珊伍 昭49. 2. 1歯   診療所
     は豊田214 豊田市足助町石橋２－１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2502300,217,4 荻野歯科医院 〒444-3242 0565-90-3567荻野　哲夫 荻野　哲夫 昭57. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊田217 豊田市大沼町新井前西９－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2503300,218,2 中野歯科医院 〒444-2424 0565-62-1221中野　幸彦 中野　幸彦 平元. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊田218 豊田市足助町西町１５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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 2504300,221,6 後藤歯科医院 〒441-2522 0565-82-2033後藤　易令 後藤　易令 昭51. 8. 1歯   診療所
     は豊田221 豊田市武節町屋敷１７０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2505300,222,4 安藤歯科医院 〒441-2524 0565-82-3555安藤　公三 安藤　公三 昭57. 8. 1歯   小歯 診療所
     は豊田222 豊田市黒田町仲田３５７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2506300,223,2 ひかる歯科 〒441-2524 0565-82-3770福田　守克 福田　守克 平14.12. 1歯   小歯 診療所
     は豊田223 豊田市黒田町尾知６２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2507300,224,0 高木歯科 〒473-0936 0565-51-4182高木　建治 高木　建治 平17. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊田224 豊田市西岡町保ヶ山７０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2508300,225,7 こあら歯科 〒473-0917 0565-53-8881中山　富貴 中山　富貴 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊田225 豊田市若林西町六反ヶ坪３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2509300,227,3 竜神歯科 〒473-0907 0565-29-7551伊藤　竜太 伊藤　竜太 平18. 3. 1歯   小歯 診療所
     は豊田227 豊田市竜神町錦１７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2510300,231,5 くらがいけ歯科 〒471-0001 0565-89-8148志水　治彦 志水　治彦 平18.11. 1歯   小歯 他  診療所
     は豊田231 豊田市池田町小山田２４－１ 常　勤:    1 新規 小矯 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2511300,232,3 いぐち歯科クリニック〒471-0069 0565-37-8208井口　義浩 井口　義浩 平18.11. 1歯   小歯 診療所
     は豊田232 豊田市高原町４－３４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2512300,233,1 豊田杉山歯科医院 〒470-0333 0565-44-2929杉山　茂 杉山　茂 平19. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     は豊田233 豊田市荒井町寿田８５－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2513300,234,9 いざわ歯科 〒473-0916 0565-51-3154井澤　英孝 井澤　英孝 平19. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田234 豊田市吉原町宮里９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2514300,235,6 コモデンタルクリニッ〒471-0027 0565-32-4005稲田　干奈 稲田　干奈 平19. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は豊田235 ク 豊田市喜多町３－１１０コモスク常　勤:    1 新規 現存
     エアイースト１０５ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2515300,237,2 河合歯科医院 〒471-0822 0565-27-8831河合　利方 河合　利方 平20. 1. 1歯   小歯 診療所
     は豊田237 豊田市水源町１－２－８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2516300,238,0 あだちデンタルクリニ〒471-0869 0565-41-3597安達　潤 安達　潤 平20.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊田238 ック 豊田市十塚町５－４９－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2517300,239,8 ひまわり歯科 〒471-0035 0565-33-1188杉山　嘉 杉山　嘉 平21. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田239 豊田市小坂町２－５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2518300,240,6 中山歯科クリニック 〒470-0451 0565-76-1505浅井　昭和 浅井　昭和 平21. 2. 1歯   診療所
     は豊田240 豊田市藤岡飯野町辻戸８９５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2519300,243,0 浄水ファミリー歯科ク〒470-0343 0565-44-8585重田　康仁 重田　康仁 平21. 9. 1歯   小歯 診療所
     は豊田243 リニック 豊田市浄水町南平２１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2520300,244,8 加藤歯科医院 〒473-0913 0565-52-5077加藤　勇 加藤　勇 平22. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は豊田244 豊田市竹元町二ッ池６－７７ 常　勤:    4 交代 現存
     (歯       4) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2521300,245,5 歯列矯正　敬愛歯科ク〒473-0901 0565-26-6445石川　啓詞 石川　啓詞 平22. 7. 1矯歯 歯   診療所
     は豊田245 リニック 豊田市御幸本町２－２０３－５ブ常　勤:    2 新規 現存
     ルーム山之手２０５ (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2522300,247,1 はだ歯科クリニック 〒470-0332 0565-45-0802羽田　明史 羽田　明史 平23. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊田247 豊田市越戸町梅盛８０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2523300,249,7 さくら歯科クリニック〒470-0348 0565-46-2323東　文教 東　文教 平23. 7. 1歯   小歯 診療所
     は豊田249 豊田市貝津町箕輪３４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2524300,250,5 小島歯科 〒471-0873 0565-34-1991医療法人あたげ会　理小島　悠司 平25. 1.14歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田250 豊田市秋葉町６－６－１ 常　勤:   18事長　小島　波尾 移動 歯外 現存
     (歯      18) 平25. 1.14
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2525300,251,3 塚本歯科医院 〒471-0075 0565-31-7871塚本　継也 塚本　継也 平24. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は豊田251 豊田市日之出町２－９－２１ 常　勤:    2 交代 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2526300,253,9 ゲンシ歯科 〒471-0845 0565-27-1813篠崎　功 篠崎　功 平24. 2. 1歯   小歯 診療所
     は豊田253 豊田市田中町５－３８松美ビル１常　勤:    1 交代 現存
     階 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2527300,254,7 三宅矯正歯科クリニッ〒471-0064 0565-35-6161医療法人三宅矯正歯科三宅　泰貴 平24. 8. 1矯歯 診療所
     は豊田254 ク 豊田市梅坪町１－１８－１１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)三宅　泰貴 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2528300,256,2 若林歯科 〒473-0914 0565-53-6844医療法人社団崇桜会　米﨑　美桜 平25. 1. 7歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田256 豊田市若林東町棚田１６１－７ 常　勤:    5理事長　米崎　広崇 交代 現存
     (歯       5) 平25. 1. 7
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2529300,259,6 みずこし歯科 〒471-0015 0565-50-2171水越　慶太 水越　慶太 平25. 9. 1歯   小歯 診療所
     は豊田259 豊田市上野町４－６－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2530300,260,4 豊田キッズファミリー〒471-0015 0565-41-6902医療法人愛健会　理事原田　隆 平25.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田260 歯科 豊田市上野町６－１０５－１５ 常　勤:    1長　荒尾　誠子 交代 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2531300,261,2 やまだ歯科 〒470-0372 0565-45-5541山田　剛敬 山田　剛敬 平26. 7. 1歯   小歯 診療所
     は豊田261 豊田市井上町１１－８－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2532300,262,0 おおたに歯科・こども〒473-0902 0565-28-4618大谷　隆一郞 大谷　隆一郞 平26. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田262 歯科 豊田市大林町１４－１３－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2533300,263,8 ふじさわ歯科 〒471-0805 0565-89-2152藤澤　猛 藤澤　猛 平27. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     は豊田263 豊田市美里６－８－１０ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2534300,264,6 ぜんなみデンタルクリ〒471-0013 0565-89-0588医療法人日和会　理事全並　隆史 平27. 1. 5歯   小歯 歯外診療所
     は豊田264 ニック 豊田市高上１－２２－１０ 常　勤:    2長　全並　和夫 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平27. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2535300,265,3 けやき歯科 〒471-0063 0565-41-8855島本　聡 島本　聡 平27. 3. 1歯   小歯 診療所
     は豊田265 豊田市京町５－１－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2536300,267,9 鈴木歯科医院 〒471-0029 0565-32-0502鈴木　裕仁 鈴木　裕仁 平27. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊田267 豊田市桜町１－４９ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2537300,268,7 じょうすい歯科クリニ〒470-0343 0565-47-8441医療法人クオーラ　理髙木　紳吾 平27. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田268 ック 豊田市浄水町南平５２－２ 常　勤:    1事長　髙木　紳吾 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2538300,271,1 なかおか歯科こども歯〒471-0808 0565-87-3718中岡　俊貴 中岡　俊貴 平27. 8. 1歯   歯外 診療所
     は豊田271 科 豊田市渋谷町３－９８０－１８－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2539300,272,9 おざわ歯科クリニック〒470-0343 0565-44-8388小澤　亮太郎 小澤　亮太郎 平28. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田272 豊田市浄水町原山３０５－１ 常　勤:    3 交代 歯外 現存
     (歯       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2540300,273,7 豊田中央歯科 〒473-0923 0565-55-0665山口　要介 山口　要介 平28. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     (301,273,0) 豊田市中根町町田８０－２ 常　勤:    1 交代 内   現存
     は豊田273 (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:   13
     (医       3)
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2541300,274,5 緑ヶ丘デンタルクリニ〒471-0838 0565-98-2722篠原　淳 篠原　淳 平28. 5. 1歯外 歯   小歯診療所
     は豊田274 ック 豊田市緑ヶ丘２－２８－５ 新規 現存
     平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2542300,275,2 藤歯科医院 〒444-2223 0565-58-1177藤　淳智 藤　淳智 平28. 8. 3歯   診療所
     は豊田275 豊田市松平志賀町丸山３８－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2543300,276,0 医療法人Ｗｅｌｌーｂ〒471-0065 0565-35-1800医療法人Ｗｅｌｌーｂ齋藤　大成 平28. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     は豊田276 ｅｉｎｇだいせい歯科豊田市平芝町２－６－７ 常　勤:    1ｅｉｎｇだいせい歯科 組織変更 現存
     医院 (歯       1)医院　理事長　齋藤　 平28. 8. 1
     大成
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2544300,277,8 吉田歯科クリニック 〒471-0832 0565-41-8022吉田　俊彦 吉田　俊彦 平28.11. 1歯   小歯 診療所
     は豊田277 豊田市丸山町３－５３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2545300,278,6 すみや歯科クリニック〒471-0061 0565-85-8730角谷　誠和 角谷　誠和 平29. 8. 1歯   小歯 診療所
     は豊田278 豊田市若草町３－２１－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2546300,279,4 ころも歯科医院 〒471-0864 0565-85-0113医療法人浩風会　理事佐藤　大輔 平29. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田279 豊田市広路町１－１イオンスタイ常　勤:    1長　高村　幸 新規 現存
     ル豊田２階 (歯       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2547300,280,2 ＨＡＬ歯科医院こども〒471-0823 0565-29-6560医療法人スリール　理鈴木　晴信 平29.10. 5歯   小歯 診療所
     は豊田280 歯科 豊田市今町２－３７－１ 常　勤:    1事長　鈴木　晴信 組織変更 現存
     (歯       1) 平29.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2548300,281,0 かみや歯科クリニック〒470-0372 0565-41-6687医療法人慶久会　理事神谷　久嗣 平30. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田281 豊田市井上町５－８５－３ 常　勤:    1長　神谷　久嗣 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 2549300,282,8 大林歯科・矯正歯科 〒473-0902 0565-29-5310医療法人　Ｓｍｉｌｅ田中　文盛 平30. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊田282 豊田市大林町１０ー８ー１ 常　勤:    5’ｓ　ｃｒｅａｔｅ　 組織変更 現存
     (歯       5)理事長　田中　文隆 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2550300,283,6 永覚歯科クリニック 〒470-1206 0565-27-9711医療法人ビーアール　玉川　秀泰 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は豊田283 豊田市永覚新町１－４９－１ 常　勤:    2理事長　玉川　秀泰 組織変更 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2551310,015,0 平野歯科医院 〒446-0037 0566-76-4720平野　新衛 平野　新衛 昭45.10. 1歯   小歯 診療所
     は安城15 安城市相生町８－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2552310,022,6 イシバシ歯科 〒446-0001 0566-97-8689加藤　郁雄 加藤　郁雄 昭46.10. 1歯   小歯 診療所
     は安城22 安城市里町石橋２１－８４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2553310,025,9 杉浦歯科医院 〒446-0031 0566-75-7525杉浦　眞 杉浦　眞 昭50. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は安城25 安城市朝日町２１－１３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2554310,028,3 あめちょう歯科医院 〒446-0055 0566-74-1571榊原　秀兼 榊原　秀兼 昭50.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は安城28 安城市緑町１－１７－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2555310,030,9 松本歯科 〒446-0072 0566-98-3000松本　正 松本　正 昭51. 2. 1歯   小歯 診療所
     は安城30 安城市住吉町１－１－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2556310,031,7 元家歯科医院 〒446-0042 0566-74-5300元家　宗平 元家　宗平 平16. 5. 1歯   小歯 診療所
     は安城31 安城市大山町２－３－８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2557310,040,8 奥村歯科医院 〒446-0031 0566-76-4114奥村　匡宏 奥村　匡宏 平 9. 4. 1歯   矯歯 診療所
     は安城40 安城市朝日町１６－１５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2558310,042,4 さとう歯科医院 〒446-0073 0566-76-1350佐藤　伸弥 佐藤　伸弥 昭57. 3. 1歯   小歯 診療所
     は安城42 安城市篠目町４－１１－５メゾン常　勤:    1 現存
     ソレイユ１階 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2559310,043,2 秋葉歯科医院 〒446-0026 0566-76-5222大見　享平 大見　享平 昭57. 3. 1歯   診療所
     は安城43 安城市安城町馬池８７－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2560310,046,5 藤井歯科医院 〒446-0021 0566-76-6860藤井　雅彦 藤井　雅彦 昭57. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は安城46 安城市法連町１８－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2561310,048,1 浅井歯科医院 〒446-0025 0566-76-8111浅井　章夫 浅井　章夫 昭58. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は安城48 安城市古井町高見２７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2562310,049,9 医療法人杏林会安城歯〒446-0001 0566-97-0788医療法人杏林会　理事髙木　亮輔 昭58. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は安城49 科 安城市里町大道寺２－８ 常　勤:    2長　髙木　亮輔 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2563310,053,1 なかしま小児歯科 〒446-0061 0566-76-0112中嶋　久雄 中嶋　久雄 昭59. 5. 1矯歯 小歯 診療所
     は安城53 安城市新田町小山６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2564310,054,9 久保田歯科医院 〒446-0023 0566-76-8184久保田　泰典 久保田　泰典 昭60. 3. 1歯   小歯 診療所
     は安城54 安城市上条町西荒井１０－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2565310,056,4 竹内歯科医院 〒446-0032 0566-77-1122竹内　利和 竹内　利和 昭60. 9. 1歯   小歯 診療所
     は安城56 安城市御幸本町１６－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2566310,058,0 黒田歯科医院 〒446-0075 0566-76-0437黒田　典行 黒田　典行 昭61. 4. 1歯   診療所
     は安城58 安城市二本木新町３－９－１１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2567310,059,8 前原歯科医院 〒446-0071 0566-98-5575前原　直樹 前原　直樹 昭61.10. 1歯   診療所
     は安城59 安城市今池町２－１－２６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2568310,061,4 深谷歯科医院 〒446-0036 0566-77-2841深谷　周清 深谷　周清 昭61.11. 1歯   小歯 診療所
     は安城61 安城市小堤町８－１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 2569310,062,2 スギ歯科医院 〒444-1162 0566-99-1205杉浦　昌三 杉浦　昌三 昭62. 3. 1歯   小歯 診療所
     は安城62 安城市小川町的場丘１１－２４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2570310,063,0 安城テルミナ歯科 〒446-0032 0566-76-0070医療法人社団ホワイト吉兼　考一 昭62. 7. 1歯   小歯 診療所
     は安城63 安城市御幸本町１－１　安城駅２常　勤:    1会　理事長　吉兼　考 現存
     階 (歯       1)一 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2571310,065,5 神谷歯科医院 〒446-0007 0566-98-2223神谷　繁彦 神谷　繁彦 平 2. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は安城65 安城市東栄町３－８０６－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2572310,068,9 丹羽歯科医院 〒446-0032 0566-76-2501丹羽　修 丹羽　修 平 3. 1. 1歯   診療所
     は安城68 安城市御幸本町１５－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2573310,070,5 古居歯科医院 〒446-0044 0566-77-5115古居　浩二 古居　浩二 平 3. 8. 1歯   小歯 診療所
     は安城70 安城市百石町２－２１－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2574310,072,1 医療法人仁鈴会　祥南〒446-0043 0566-74-4118医療法人仁鈴会　理事鈴木　武久 平 4. 2. 1歯   矯歯 診療所
     は安城72 歯科医院 安城市城南町１－１５－５ 常　勤:    1長　鈴木　武久 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2575310,073,9 中川歯科医院 〒446-0026 0566-77-8241中川　清人 中川　清人 平 5.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は安城73 安城市安城町八幡前１６－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2576310,075,4 医療法人将会たかたな〒446-0053 0566-92-4788医療法人将会　理事長石川　崇 平 6. 1. 1歯   小歯 診療所
     は安城75 歯科 安城市高棚町郷４３９－１ 常　勤:    1　石川　崇 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2577310,076,2 医療法人　藤和会　加〒446-0001 0566-97-8677医療法人藤和会加藤歯加藤　宙 平23. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は安城76 藤歯科医院 安城市里町４－７－３９ 常　勤:    3科医院　理事長　加藤 移動 歯外 現存
     (歯       3)　宙 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2578310,079,6 みつわ山口歯科クリニ〒444-1154 0566-99-5501医療法人濱碇会　理事山口　隆義 平 7. 1. 1歯   小歯 診療所
     は安城79 ック 安城市桜井町阿原２９－７ 常　勤:    1長　山口　隆義 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2579310,080,4 医療法人敬仁会　いと〒446-0072 0566-97-0355医療法人敬仁会　理事伊東　浩司 平 7. 1. 1歯   小歯 診療所
     は安城80 う歯科 安城市住吉町３－１０－２５ 常　勤:    1長　伊東　浩司 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2580310,082,0 医療法人大場歯科 〒446-0062 0566-76-3729医療法人大場歯科　理大場　茂 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     は安城82 安城市明治本町１９－３１ 常　勤:    1事長　大場　茂 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2581310,083,8 黒野歯科医院 〒446-0052 0566-77-1182医療法人黒野歯科医院黒野　眞澄 平 7. 7. 1歯   小歯 診療所
     は安城83 安城市福釜町十郎７８－７ 常　勤:    1　理事長　黒野　眞澄 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2582310,085,3 ねさき歯科 〒444-1211 0566-92-6262神谷　幸志 神谷　幸志 平 7.12. 1歯   小歯 診療所
     は安城85 安城市根崎町下小久戸１２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2583310,086,1 横地歯科医院 〒446-0071 0566-97-4618横地　賢也 横地　賢也 平 8. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は安城86 安城市今池町１－１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2584310,088,7 都築歯科医院 〒444-1214 0566-92-7778都築　雅弘 都築　雅弘 平 8. 5. 1歯   小歯 診療所
     は安城88 安城市榎前町北山１３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2585310,089,5 よこやま大場歯科医院〒446-0045 0566-72-0572大場　洋 大場　洋 平 8. 7. 1歯   小歯 診療所
     は安城89 安城市横山町大山田中１５－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 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

［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   269 頁

 2586310,091,1 まきの歯科医院 〒446-0026 0566-72-0500牧野　篤 牧野　篤 平 9. 4. 1歯   小歯 診療所
     は安城91 安城市安城町天草７７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2587310,093,7 ミノワ歯科医院 〒446-0058 0566-75-2289医療法人新晴会　理事野村　晴彦 平10. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は安城93 安城市三河安城南町２－１０－１常　勤:    2長　野村　晴彦 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2588310,094,5 北青山歯科 〒446-0045 0566-72-5500杉浦　育子 杉浦　育子 平10. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     は安城94 安城市横山町毛賀知９－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2589310,095,2 ひょうどう歯科 〒446-0035 0566-79-3918医療法人ひょうどう歯兵藤　公紀 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     は安城95 安城市錦町２００ 常　勤:    1科　理事長　兵藤　公 移動 現存
     (歯       1)紀 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2590310,096,0 みやこ歯科医院 〒446-0046 0566-71-0888都築　理 都築　理 平11.11. 1歯   小歯 診療所
     は安城96 安城市赤松町本郷２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2591310,098,6 東栄歯科医院 〒446-0007 0566-96-4343奥谷　浩和 奥谷　浩和 平13. 4. 1歯   小歯 診療所
     は安城98 安城市東栄町５－３０－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2592310,099,4 有馬歯科クリニック 〒446-0073 0566-71-1181有馬　達也 有馬　達也 平13. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は安城99 安城市篠目町１－２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2593310,100,0 松永歯科クリニック 〒446-0014 0566-71-4182松永　真樹英 松永　真樹英 平13. 8. 1歯   小歯 診療所
     は安城100 安城市別郷町荒子９６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2594310,101,8 なのはな歯科医院 〒446-0073 0566-72-7087忠内　悦子 忠内　悦子 平14.11. 1歯   小歯 診療所
     は安城101 安城市篠目町２－１０－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2595310,102,6 こんどう歯科 〒446-0038 0566-75-3741近藤　渉 近藤　渉 平15. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は安城102 安城市末広町４－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
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 2596310,103,4 坂口歯科医院 〒446-0075 0566-77-7177医療法人坂口歯科医院坂口　洋一 平17. 4. 1歯   小歯 診療所
     は安城103 安城市二本木新町１－２２－１９常　勤:    1　理事長　坂口　洋一 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2597310,105,9 いぬづか矯正歯科 〒446-0072 0566-96-1088犬束　信一 犬束　信一 平17. 8. 1矯歯 診療所
     は安城105 安城市住吉町６－２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2598310,106,7 さとまちファミリー歯〒446-0001 0566-97-6464陶山　直明 陶山　直明 平17.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は安城106 科 安城市里町４－１４－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2599310,107,5 あかまつ歯科 〒446-0046 0566-72-0011柳瀬　敏博 柳瀬　敏博 平18. 1. 5歯   小歯 歯外診療所
     は安城107 安城市赤松町新屋敷２５６－２ 常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2600310,108,3 かいファミリー歯科 〒446-0072 0566-96-4141甲斐　公也 甲斐　公也 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     は安城108 安城市住吉町５－１４－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2601310,111,7 横山歯科医院 〒444-1154 0566-99-4111医療法人安城智徳会　横山　智則 平19. 3.12歯   矯歯 小歯診療所
     は安城111 安城市桜井町新田６６ 常　勤:    2理事長　横山　智則 移動 現存
     (歯       2) 平25. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2602310,113,3 しば歯科クリニック 〒446-0044 0566-71-4648前芝　信彦 前芝　信彦 平18.11. 1歯   小歯 診療所
     は安城113 安城市百石町２－２５－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2603310,114,1 わかば歯科クリニック〒446-0026 0566-76-0228安達　素雄 安達　素雄 平18.12. 1歯   小歯 診療所
     は安城114 安城市安城町若葉９７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2604310,115,8 新安城歯科 〒446-0071 0566-97-6480医療法人愛健会　理事荒尾　誠子 平19. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は安城115 安城市今池町３－６－１ 常　勤:    5長　荒尾　誠子 組織変更 現存
     (歯       5) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2605310,116,6 後藤達也歯科医院 〒446-0073 0566-73-0311後藤　達也 後藤　達也 平19. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は安城116 安城市篠目町肥田６６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
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 2606310,118,2 きとう歯科クリニック〒446-0053 0566-92-8241鬼頭　信介 鬼頭　信介 平19.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     は安城118 安城市高棚町東山３９－６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2607310,120,8 にこにこ歯科医院 〒444-1213 0566-91-1204小林　裕幸 小林　裕幸 平24. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     は安城120 安城市東端町南山５１－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2608310,121,6 ささめデンタルクリニ〒446-0073 0566-73-6484岩附　慎二 岩附　慎二 平21. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     は安城121 ック 安城市篠目町二タ又４７－１ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2609310,122,4 大東歯科クリニック 〒446-0065 0566-76-3635横田　幸市朗 横田　幸市朗 平22. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は安城122 安城市大東町１１－１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2610310,123,2 さくらデンタルクリニ〒444-1153 0566-99-0145岸本　良 岸本　良 平22. 7. 1歯   小歯 診療所
     は安城123 ック 安城市東町荒井４４－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2611310,124,0 こもれび歯科 〒446-0034 0566-91-4466山田　泰史 山田　泰史 平23. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は安城124 安城市南町２１９ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2612310,126,5 深津歯科医院 〒444-1213 0566-41-0079鳥巣　隆弘 鳥巣　隆弘 平24. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     は安城126 安城市東端町貝戸２－１ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2613310,127,3 えがお歯科 〒444-1161 0566-99-8125梅村　恭伸 梅村　恭伸 平25.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は安城127 安城市姫小川町北門原２６－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2614310,128,1 小野田歯科医院 〒446-0071 0566-97-8362小野田　薫 小野田　薫 平26. 1. 1歯   小歯 診療所
     は安城128 安城市今池町１－１０－１６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2615310,129,9 しょうほく歯科 〒446-0025 0566-77-6256医療法人祥北会　理事犬塚　紘一郎 平26. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は安城129 安城市古井町北芝崎１５－１ 常　勤:    1長　犬塚　映二 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2616310,130,7 もり歯科クリニック 〒446-0051 0566-76-9990森　俊彰 森　俊彰 平26.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は安城130 安城市箕輪町東山２０７－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2617310,131,5 かじデンタルクリニッ〒446-0052 0566-75-1180梶田　敬太郎 梶田　敬太郎 平27. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は安城131 ク 安城市福釜町矢場２４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2618310,132,3 ハロー歯科 〒446-0007 0566-98-3164医療法人大央会　理事太田　大樹 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     は安城132 安城市東栄町２－７－１７サング 長　栗山　俊久 新規 現存
     リーンビル２階 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2619310,133,1 榊原歯科クリニック 〒444-1221 0566-92-3388榊原　章一 榊原　章一 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は安城133 安城市和泉町中北７８－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2620310,134,9 大見歯科医院 〒446-0062 0566-74-4180大見　洋平 大見　洋平 平28. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は安城134 安城市明治本町１６－３ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2621310,135,6 源歯科クリニック 〒446-0022 0566-93-1183源　弘行 源　弘行 平28. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は安城135 安城市浜富町１７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2622310,136,4 みどり歯科医院 〒446-0055 0566-89-1387吉岡　茂 吉岡　茂 平28.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は安城136 安城市緑町１－３４－８ルネスミ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ドリ１０１ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2623310,137,2 横田歯科医院 〒446-0032 0566-76-2549横田　達明 横田　達明 平28.11. 7歯   診療所
     は安城137 安城市御幸本町８－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2624310,138,0 安城まさむね歯科医院〒446-0072 0566-91-6480安城まさむね歯科医院水谷　俊紀 平29. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は安城138 安城市住吉町３－１－８イトーヨ非常勤:    1　水谷　俊紀 新規 歯外 現存
     ーカドー安城店２階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2625310,139,8 きど歯科 〒446-0002 0566-95-2360木戸　亮太 木戸　亮太 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     は安城139 安城市橋目町宮東１７９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2626310,140,6 Ｏａｓｉｓ新安城歯科〒446-0072 医療法人愛健会　理事金森　仁志 平29. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は安城140 安城市住吉町３－２－１５ 常　勤:    1長　荒尾　誠子 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2627310,141,4 せきれい歯科クリニッ〒446-0053 0566-73-4188太田　彰 太田　彰 平30. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     は安城141 ク 安城市高棚町中島１４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2628310,142,2 のむら歯科クリニック〒444-1154 0566-99-2311野村　直希 野村　直希 平30. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は安城142 安城市桜井町貝戸尻３６－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2629310,144,8 オリーブ歯科 〒444-1154 0566-99-8014医療法人Ｓ＆Ｃオリー加藤　剛 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は安城144 安城市桜井町薬師田１５－１ 常　勤:    1ブ歯科　理事長　加藤 組織変更 現存
     (歯       1)　剛 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2630320,028,1 松井歯科医院 〒445-0852 0563-56-8005松井　康 松井　康 昭58. 6. 1歯   小歯 診療所
     は西尾28 西尾市花ノ木町７－１５－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2631320,030,7 三村歯科医院 〒445-0803 0563-56-1155三村　良雄 三村　良雄 昭51. 1. 1歯   診療所
     は西尾30 西尾市桜町５－４８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2632320,035,6 稲垣歯科医院 〒445-0877 0563-54-4337稲垣　直久 稲垣　直久 昭53. 9. 1歯   診療所
     は西尾35 西尾市山下町八幡山４８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2633320,036,4 井上歯科医院 〒445-0063 0563-56-9686井上　康久 井上　康久 昭54. 1. 1歯   小歯 診療所
     は西尾36 西尾市今川町石橋１９－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2634320,037,2 柴田歯科医院 〒444-0324 0563-59-1167柴田　辰夫 柴田　辰夫 昭54. 3. 1歯   診療所
     は西尾37 西尾市寺津町枯木１３－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2635320,038,0 本田歯科医院 〒445-0062 0563-54-5111本田　正則 本田　正則 昭54.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は西尾38 西尾市丁田町杢左８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2636320,039,8 まばし歯科医院 〒445-0837 0563-54-5321清　久仁子 清　久仁子 昭54.12. 1歯   小歯 診療所
     は西尾39 西尾市鶴ケ崎町７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2637320,040,6 米津歯科医院 〒445-0802 0563-54-5188新美　智啓 新美　智啓 昭55. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西尾40 西尾市米津町久手７２－１ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2638320,041,4 富山歯科医院 〒444-0326 0563-59-3151浅岡　吉治 浅岡　吉治 昭56. 3. 1歯   小歯 診療所
     は西尾41 西尾市富山町東郷１９－２，３合常　勤:    1 現存
     併地 (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2639320,043,0 仲井歯科医院 〒445-0803 0563-54-5351仲井　誠一郎 仲井　誠一郎 昭56.10. 1歯   診療所
     は西尾43 西尾市桜町２－２２－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2640320,047,1 齊藤歯科医院 〒445-0023 0563-52-2115齊藤　浩一 齊藤　浩一 昭58. 5. 1歯   診療所
     は西尾47 西尾市高河原町鎮守５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2641320,048,9 すずき歯科 〒445-0071 0563-56-6300鈴木　康次 鈴木　康次 昭58. 5. 1歯   矯歯 診療所
     は西尾48 西尾市熊味町南十五夜８４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2642320,049,7 高橋歯科 〒445-0073 0563-57-2111高橋　潤一郎 高橋　潤一郎 昭58. 7. 1歯   小歯 診療所
     は西尾49 西尾市寄住町下田１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2643320,051,3 成瀬歯科医院 〒444-0302 0563-59-1004成瀬　文和 成瀬　文和 平11. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は西尾51 西尾市田貫２－２３ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2644320,052,1 新生歯科医院 〒445-0073 0563-57-1181高橋　直也 高橋　直也 昭61. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西尾52 西尾市寄住町金田５－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2645320,053,9 平坂歯科 〒444-0316 0563-59-7300小澤　孝紀 小澤　孝紀 昭62. 6. 1歯   小歯 診療所
     は西尾53 西尾市羽塚町坊山５１－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2646320,056,2 久田歯科 〒444-0303 0563-59-3718久田　典幸 久田　典幸 平 3. 7. 1歯   小歯 診療所
     は西尾56 西尾市中畑町郷蔵東４０－７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2647320,057,0 あおい歯科医院 〒445-0075 0563-54-1871岡田　哲也 岡田　哲也 平 3. 8. 1小歯 歯   診療所
     は西尾57 西尾市戸ケ崎３－１５－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2648320,058,8 伊藤歯科クリニック 〒444-0312 0563-54-1221伊藤　優 伊藤　優 平 4. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は西尾58 西尾市国森町郷北９７－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2649320,059,6 医療法人育陽会小沢歯〒445-0891 0563-56-9922医療法人育陽会　理事小澤　育史 平 5. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は西尾59 科クリニック 西尾市下町神明下８４－１ 常　勤:    2長　小澤　育史 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2650320,061,2 岡田歯科医院 〒445-0072 0563-54-3708岡田　伸郎 岡田　伸郎 平 7. 2. 1歯   小歯 診療所
     は西尾61 西尾市徳次町小藪１０－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2651320,062,0 平和歯科医院 〒445-0021 0563-52-4618林　泰成 林　泰成 平16. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西尾62 西尾市駒場町七ツ田８３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2652320,063,8 なお歯科医院 〒445-0033 0563-52-0717伊藤　尚史 伊藤　尚史 平 7. 3. 1歯   小歯 診療所
     は西尾63 西尾市室町中屋敷７２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2653320,064,6 つじかわ歯科医院 〒444-0325 0563-59-8960辻川　建樹 辻川　建樹 平 8. 8. 1歯   診療所
     は西尾64 西尾市楠村町西前田１８－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2654320,066,1 湯口歯科医院 〒445-0065 0563-57-8811湯口　富保 湯口　富保 平10. 2. 1歯   小歯 診療所
     は西尾66 西尾市城崎町２－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2655320,067,9 尾澤歯科医院 〒445-0822 0563-57-2973尾沢　登 尾沢　登 平10. 5.28歯   診療所
     は西尾67 西尾市伊文町６６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 5.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2656320,068,7 シャオ歯科医院 〒445-0891 0563-57-8233医療法人康風会　理事水野　正宣 平11. 7. 1歯   矯歯 診療所
     は西尾68 西尾市下町御城下２３－１おしろ常　勤:    1長　片岡　宏康 組織変更 現存
     タウンシャオ１階 (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2657320,069,5 羽角歯科 〒445-0012 0563-52-4184酒井　伸明 酒井　伸明 平13.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は西尾69 西尾市下羽角町六反１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2658320,072,9 たどころ歯科 〒444-0305 0563-55-4618田所　康介 田所　康介 平16. 6. 1歯   小歯 診療所
     は西尾72 西尾市平坂町如月１９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2659320,073,7 友愛歯科 〒445-0878 0563-64-3338蟹江　友浩 蟹江　友浩 平18. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西尾73 西尾市新在家１－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2660320,074,5 つるしろ歯科 〒445-0806 0563-56-8461兼子　和久 兼子　和久 平18. 5. 1歯   小歯 診療所
     は西尾74 西尾市伊藤町伊藤前４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2661320,075,2 きんぱら歯科医院 〒444-0322 0563-59-1188荒川　精一 荒川　精一 平19. 1. 1歯   診療所
     は西尾75 西尾市巨海町宮前１５－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2662320,076,0 三田歯科医院 〒445-0047 0563-64-3400三田　崇 三田　崇 平19. 2. 1歯   小歯 診療所
     は西尾76 西尾市細池町十良山１１０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2663320,077,8 西尾みなみ歯科医院 〒445-0881 0563-54-8686浅井　宏志 浅井　宏志 平19. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西尾77 西尾市熱池町上新田３７－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2664320,078,6 かにえ歯科 〒445-0082 0563-55-7171医療法人ＬＡＸ　理事蟹江　俊郎 平19. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西尾78 西尾市八ツ面町貸売２－２ 常　勤:    2長　蟹江　俊郎 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2665320,079,4 さつき歯科 〒445-0802 0563-53-0778瀬口　信綱 瀬口　信綱 平20. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     は西尾79 西尾市米津町五郎田６－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2666320,081,0 しずか歯科クリニック〒445-0062 0563-54-8049静　義孝 静　義孝 平20. 6. 1歯   小歯 診療所
     は西尾81 西尾市丁田町柳堂１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2667320,082,8 津川デンタルオフィス〒445-0831 0563-57-3052津川　佳久 津川　佳久 平20. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西尾82 西尾市大給町８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2668320,083,6 今村歯科医院 〒445-0831 0563-57-3076今村　恭也 今村　恭也 平22. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西尾83 西尾市大給町１０９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2669320,084,4 青山歯科クリニック 〒445-0075 0563-79-5581青山　貴廣 青山　貴廣 平22. 5. 1歯   小歯 診療所
     は西尾84 西尾市戸ケ崎３－３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2670320,088,5 判治歯科医院 〒444-0516 0563-32-1933判治　準一郎 判治　準一郎 昭50. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は西尾88 西尾市吉良町吉田西川畔３６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2671320,093,5 秋山歯科医院 〒444-0534 0563-35-3151秋山　正純 秋山　正純 昭57. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は西尾93 西尾市吉良町木田宮脇６－５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2672320,095,0 大竹歯科医院 〒444-0515 0563-32-2121大竹　範彦 大竹　範彦 昭61. 4. 1歯   診療所
     は西尾95 西尾市吉良町富好新田青鳥７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2673320,096,8 岡田歯科医院 〒444-0521 0563-35-1117岡田　康彦 岡田　康彦 昭61.10. 1歯   診療所
     は西尾96 西尾市吉良町上横須賀神田１３－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2674320,097,6 山下歯科医院 〒444-0422 0563-72-3230山下　保彦 山下　保彦 昭62. 4. 1歯   診療所
     は西尾97 西尾市一色町味浜東下浜１１－３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2675320,098,4 やまざき歯科クリニッ〒444-0423 0563-72-8601山﨑　洋一 山﨑　洋一 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西尾98 ク 西尾市一色町一色未荒子８２ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2676320,099,2 田中歯科 〒444-0407 0563-72-1166田中　光 田中　光 昭63. 6. 1歯   診療所
     は西尾99 西尾市一色町前野新田４６－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2677320,100,8 神谷光男歯科 〒444-0403 0563-72-3911神谷　光男 神谷　光男 平 2. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は西尾100 西尾市一色町松木島中切３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2678320,101,6 きら歯科クリニック 〒444-0516 0563-32-2566金森　雅裕 金森　雅裕 平13. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     は西尾101 西尾市吉良町吉田松木田９８－２常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［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   279 頁

 2679320,102,4 すずき歯科医院 〒444-0521 0563-35-3500鈴木　祥一 鈴木　祥一 平 3. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は西尾102 西尾市吉良町上横須賀渡舟場１３常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2680320,103,2 太田歯科 〒444-0525 0563-35-3781太田　幹浩 太田　幹浩 平 3.11. 1歯   小歯 診療所
     は西尾103 西尾市吉良町富田江ケ原１７－９常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2681320,104,0 おぎわら歯科 〒444-0524 0563-32-3833大竹　豊彦 大竹　豊彦 平 4. 4. 1歯   小歯 診療所
     は西尾104 西尾市吉良町荻原大堀合２２－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2682320,105,7 井立歯科 〒444-0703 0563-62-6560井立　武彦 井立　武彦 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     は西尾105 西尾市西幡豆町柳田８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2683320,106,5 吉崎歯科医院 〒444-0427 0563-72-8306吉崎　信弥 吉崎　信弥 平 5. 4. 1歯   診療所
     は西尾106 西尾市一色町赤羽西乾地１１５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2684320,107,3 医療法人大須賀大須賀〒444-0704 0563-62-5112医療法人大須賀　理事大須賀　卓朗 平 5.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は西尾107 歯科 西尾市鳥羽町未新田２ 常　勤:    2長　大須賀　卓朗 組織変更 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2685320,108,1 藤田歯科医院 〒444-0406 0563-73-6400藤田　尚臣 藤田　尚臣 平 6.12. 1歯   診療所
     は西尾108 西尾市一色町対米七古新田１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2686320,109,9 吉田歯科 〒444-0422 0563-73-5581吉田　文男 吉田　文男 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     は西尾109 西尾市一色町味浜屋下１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2687320,111,5 磯貝歯科医院　幡豆診〒444-0703 0563-62-2246医療法人磯貝歯科医院磯貝　一己 平10.10. 1歯   小歯 診療所
     は西尾111 療所 西尾市西幡豆町中屋敷１５－１ 常　勤:    1　理事長　磯貝　一己 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2688320,112,3 みずとり歯科医院 〒444-0516 0563-32-4180山本　浩貴 山本　浩貴 平13. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は西尾112 西尾市吉良町吉田亥改５３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
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 2689320,113,1 黒部こども歯科 〒444-0703 0563-63-0220医療法人滋光会　理事黒部　理恵子 平17. 1. 1小歯 矯歯 歯外診療所
     は西尾113 西尾市西幡豆町西見影２６－１ 常　勤:    1長　黒部　直樹 新規 歯   現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2690320,115,6 横須賀歯科診療所 〒444-0521 0563-35-0003加藤　泰功 加藤　泰功 平21. 5. 1歯   診療所
     は西尾115 西尾市吉良町上横須賀蔵屋敷３２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2691320,116,4 今川歯科 〒445-0063 0563-57-8001浅岡　誠 浅岡　誠 平23.11. 1歯   小歯 診療所
     は西尾116 西尾市今川町元川原４７－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2692320,117,2 おおさわ歯科 〒444-0326 0563-59-3113大澤　正典 大澤　正典 平24.11. 1歯   小歯 診療所
     は西尾117 西尾市富山町大縄３５－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2693320,118,0 あい歯科 〒444-0403 0563-74-2828医療法人ＡｉーＤＥＮ鳥居　愛介 平25. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西尾118 西尾市一色町松木島丸山４１－４常　勤:    1ＴＡＬ　理事長　鳥居 組織変更 現存
     (歯       1)　愛介 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2694320,119,8 みつや歯科・こども矯〒444-0421 0563-72-3636三矢　雄大 三矢　雄大 平25. 9.19歯   小歯 矯歯診療所
     は西尾119 正歯科 西尾市一色町開正出口１３－４ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 9.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2695320,120,6 浅岡歯科 〒445-0804 0563-54-3560浅岡　剛 浅岡　剛 平26. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西尾120 西尾市緑町２－３９ 常　勤:    4 交代 歯外 現存
     (歯       4) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2696320,121,4 西尾城下町矯正歯科ブ〒445-0865 髙須　寛貴 髙須　寛貴 平26. 8. 1歯   矯歯 診療所
     は西尾121 ルーノ 西尾市本町２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2697320,123,0 みむ歯科クリニック 〒445-0063 0563-65-2545三村　健 三村　健 平27. 8. 1歯   小歯 診療所
     は西尾123 西尾市今川町落５０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
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 2698320,124,8 かとう歯科 〒445-0864 0563-79-5518医療法人晃晟会　理事加藤　俊介 平28.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西尾124 西尾市錦城町１５０－２５ 常　勤:    1長　加藤　俊介 交代 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2699320,125,5 つつい歯科 〒445-0870 0563-65-2057筒井　孝知 筒井　孝知 平29. 1. 1歯   小歯 診療所
     は西尾125 西尾市永吉４－８３－１ 常　勤:    1 新規 歯科は一般歯科現存
     (歯       1) 平29. 1. 1という名称
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2700320,126,3 たかす歯科クリニック〒445-0075 0563-54-2552髙須　晃太 髙須　晃太 平29. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は西尾126 西尾市戸ケ崎５－３－３ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2701320,127,1 はなのき歯科こども歯〒445-0064 0563-79-5353岩田　康孝 岩田　康孝 平30. 2. 1歯   小歯 診療所
     は西尾127 科 西尾市高畠町４－７２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2702330,009,9 稲垣歯科医院 〒443-0021 0533-68-3041稲垣　志郎 稲垣　志郎 昭49. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は蒲郡9 蒲郡市三谷町日七鋪７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2703330,030,5 井沢歯科 〒443-0057 0533-69-0476井澤　敏雄 井澤　敏雄 昭43. 4. 1歯   診療所
     は蒲郡30 蒲郡市中央本町２６－１０ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2704330,034,7 梅村歯科医院 〒443-0021 0533-68-4109梅村　和弘 梅村　和弘 昭49. 9. 1歯   診療所
     は蒲郡34 蒲郡市三谷町港町通３６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2705330,035,4 徳永歯科医院 〒443-0058 0533-67-3133徳永　和道 徳永　和道 昭50.10. 1歯   診療所
     は蒲郡35 蒲郡市上本町７－１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2706330,037,0 岡本歯科医院 〒443-0056 0533-68-3491岡本　和政 岡本　和政 昭53.10. 7歯   診療所
     は蒲郡37 蒲郡市神明町１１－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2707330,039,6 鳥居歯科医院 〒443-0105 0533-57-1022鳥居　憲臣 鳥居　憲臣 昭54.10. 1歯   診療所
     は蒲郡39 蒲郡市西浦町南馬相２８－２９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2708330,041,2 水野歯科医院 〒443-0021 0533-67-3898水野　守雄 水野　守雄 昭57. 1. 1歯   診療所
     は蒲郡41 蒲郡市三谷町高松２０－１、２１常　勤:    1 現存
     －１ (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2709330,042,0 市川歯科分院 〒443-0104 0533-57-8788市川　善三 市川　善三 昭57. 5. 1歯   診療所
     は蒲郡42 蒲郡市形原町南新田７の１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2710330,044,6 山本歯科医院 〒443-0043 0533-68-2788山本　哲也 山本　哲也 昭59. 1. 1歯   矯歯 診療所
     は蒲郡44 蒲郡市元町１９－１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2711330,046,1 すずき歯科 〒443-0038 0533-67-3718鈴木　康司 鈴木　康司 昭60. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は蒲郡46 蒲郡市拾石町浜田８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2712330,047,9 わかば歯科 〒443-0052 0533-67-6888鈴木　真由美 鈴木　真由美 昭61. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は蒲郡47 蒲郡市新井町１０－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2713330,048,7 友愛歯科 〒443-0055 0533-67-1150杉山　智子 杉山　智子 昭62. 1. 1歯   小歯 診療所
     は蒲郡48 蒲郡市八百富町１１－６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2714330,049,5 ひかり歯科 〒443-0021 0533-68-1722加藤　光子 加藤　光子 昭62. 4. 1歯   診療所
     は蒲郡49 蒲郡市三谷町二舗５４－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2715330,052,9 鹿島歯科医院 〒443-0037 0533-67-8755土井　賢司 土井　賢司 昭64. 1. 1歯   小歯 診療所
     は蒲郡52 蒲郡市鹿島町柴崎２０－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2716330,054,5 堀野歯科医院 〒443-0045 0533-68-7780堀野　真司 堀野　真司 平元. 5. 1歯   診療所
     は蒲郡54 蒲郡市旭町２－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2717330,055,2 ヤマト歯科 〒443-0021 0533-67-8448大和　篤弘 大和　篤弘 平元. 6. 1歯   小歯 診療所
     は蒲郡55 蒲郡市三谷町東前７８－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 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

［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   283 頁

 2718330,058,6 医療法人稲吉歯科医院〒443-0104 0533-57-2707医療法人稲吉歯科医院稲吉　直樹 平元. 7. 1歯   診療所
     は蒲郡58 蒲郡市形原町前田１０－２ 常　勤:    2　理事長　稲吉　直樹 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2719330,059,4 すずの木歯科室 〒443-0045 0533-67-1144鈴木　秀始 鈴木　秀始 平元.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は蒲郡59 蒲郡市旭町３－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2720330,060,2 医療法人基裕会酒井歯〒443-0104 0533-57-1511医療法人基裕会　理事酒井　基裕 平元.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は蒲郡60 科医院 蒲郡市形原町西御屋敷５９－６ 常　勤:    1長　酒井　基裕 歯外 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2721330,063,6 寿歯科医院 〒443-0104 0533-57-1080酒井　寿泰 酒井　寿泰 平 2. 4. 1歯   小歯 診療所
     は蒲郡63 蒲郡市形原町下市１２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2722330,064,4 平岩歯科医院 〒443-0102 0533-57-8282平岩　伸夫 平岩　伸夫 平 2. 4. 1歯   診療所
     は蒲郡64 蒲郡市金平町堀ノ内２－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2723330,065,1 林歯科医院 〒443-0022 0533-67-4181林　秀恒 林　秀恒 平 2.10. 1歯   診療所
     は蒲郡65 蒲郡市三谷北通６－１４２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2724330,066,9 伊藤歯科医院 〒443-0044 0533-68-5286伊藤　淳 伊藤　淳 平 2.11. 1歯   診療所
     は蒲郡66 蒲郡市宝町９－１５ 現存
     平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2725330,067,7 山田歯科医院 〒443-0032 0533-68-4375山田　眞右 山田　眞右 平 4. 1. 7歯   診療所
     は蒲郡67 蒲郡市丸山町８－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2726330,068,5 高橋歯科 〒443-0035 0533-67-8714高橋　眞理 高橋　眞理 平 4. 2. 1歯   診療所
     は蒲郡68 蒲郡市栄町３－４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2727330,069,3 やました歯科医院 〒443-0021 0533-67-1718山下　敏康 山下　敏康 平 4. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は蒲郡69 蒲郡市三谷町九舗６８－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2728330,070,1 さとう子供歯科医院 〒443-0046 0533-69-8288佐藤　厚 佐藤　厚 平 4. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は蒲郡70 蒲郡市竹谷町泉３４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2729330,071,9 中沢歯科医院 〒443-0022 0533-67-1177中澤　良 中澤　良 平 5. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は蒲郡71 蒲郡市三谷北通３－１７７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2730330,072,7 寺田歯科医院 〒443-0021 0533-69-6314寺田　興屋 寺田　興屋 平 5. 6. 1歯   診療所
     は蒲郡72 蒲郡市三谷町二舗１４５－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2731330,073,5 蒲郡市休日歯科・障が〒443-0036 0533-69-8020蒲郡市市長　稲葉　正酒井　基裕 平 6. 6. 1歯   診療所
     は蒲郡73 い者歯科診療所 蒲郡市浜町４ 常　勤:    1吉 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:   41
     (歯      41)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2732330,074,3 河井歯科医院 〒443-0056 0533-67-9370河井　秀人 河井　秀人 平 6. 7. 1歯   診療所
     は蒲郡74 蒲郡市神明町２３ー４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2733330,075,0 医療法人松山歯科医院〒443-0045 0533-68-8731医療法人松山歯科医院松山　良浩 平 7.11. 1歯   診療所
     は蒲郡75 蒲郡市旭町２１－１４ 常　勤:    1　理事長　松山　良浩 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2734330,079,2 おおつかファミリー歯〒443-0013 0533-59-6806山本　浩司 山本　浩司 平19.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は蒲郡79 科 蒲郡市大塚町産子山４２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2735330,080,0 いちのＤＥＮＴＡＬ　〒443-0104 0533-56-0700市野　英昭 市野　英昭 平19.12. 1歯   診療所
     は蒲郡80 ＣＬＩＮＩＣ 蒲郡市形原町北双太山１１４－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2736330,082,6 とよおか歯科医院 〒443-0011 0533-67-5550浅井　信博 浅井　信博 平20.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     は蒲郡82 蒲郡市豊岡町平田門２２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2737330,084,2 いな歯科クリニック 〒443-0054 0533-68-1211稲吉　貴之 稲吉　貴之 平23. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は蒲郡84 蒲郡市府相町新井前８４３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2738330,085,9 かよ歯科クリニック 〒443-0013 0533-58-2525小久保　賀代 小久保　賀代 平23. 4. 1歯   歯外 診療所
     は蒲郡85 蒲郡市大塚町西島１４－１２階 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2739330,088,3 とがみ歯科 〒443-0011 0533-68-2333大塚　亜紀子 大塚　亜紀子 平25. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は蒲郡88 蒲郡市豊岡町鍛治薬師４０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2740330,089,1 もくはら歯科医院 〒443-0035 0533-66-3250杢原　和祐 杢原　和祐 平25. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は蒲郡89 蒲郡市栄町１１－５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2741330,091,7 ポプラ矯正歯科 〒443-0057 0533-68-8688医療法人ポプラ矯正歯松山　功 平26. 4. 2矯歯 診療所
     は蒲郡91 蒲郡市中央本町４－６ 常　勤:    1科　理事長　松山　功 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2742330,092,5 三谷北歯科 〒443-0022 0533-69-0077疋田　正人 疋田　正人 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は蒲郡92 蒲郡市三谷北通１－９６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2743330,093,3 鈴木歯科医院 〒443-0059 0533-68-4363医療法人愛祥会　理事鈴木　祥夫 平28. 1. 1歯   小歯 診療所
     は蒲郡93 蒲郡市本町８－２０ 常　勤:    1長　鈴木　祥夫 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2744330,094,1 丸山歯科室 〒443-0021 0533-67-8778医療法人正眼堂　理事上田　尚史 平28. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は蒲郡94 蒲郡市三谷町東３－５ 常　勤:    1長　疋田　淳 交代 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2745330,095,8 杉本歯科クリニック 〒443-0034 0533-95-1182杉本　渉 杉本　渉 平29. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は蒲郡95 蒲郡市港町１０－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2746330,096,6 中村歯科医院 〒443-0013 0533-59-7305医療法人大志会　理事中村　大輔 平29.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は蒲郡96 蒲郡市大塚町丸山６０－１１ 常　勤:    1長　中村　大輔 組織変更 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2747340,010,5 河田キャスタ歯科 〒484-0073 0568-62-6828河田　眞知子 河田　眞知子 昭63. 6.24歯   矯歯 小歯診療所
     は犬山10 犬山市天神町１－１キャスタ３階常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6.24
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 2748340,016,2 河田歯科医院 〒484-0081 0568-61-0428河田　敏和 河田　敏和 昭48. 7. 8歯   矯歯 小歯診療所
     は犬山16 犬山市犬山末友３６ 常　勤:    2 歯外 現存
     (歯       2) 平24. 7. 8
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2749340,018,8 野田歯科医院 〒484-0081 0568-62-7022野田　修 野田　修 昭53. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は犬山18 犬山市犬山富士見町１２－７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2750340,019,6 安芸歯科医院 〒484-0861 0568-67-6621安藝　維朗 安藝　維朗 昭59. 6.23歯   矯歯 小歯診療所
     は犬山19 犬山市若宮１２３－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2751340,020,4 阿部歯科医院 〒484-0081 0568-62-7818阿部　正俊 阿部　正俊 昭54. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は犬山20 犬山市犬山下時迫間１２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2752340,023,8 吉田歯科医院 〒484-0081 0568-61-0122吉田　典正 吉田　典正 昭58. 6. 1歯   小歯 診療所
     は犬山23 犬山市犬山東古券２２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2753340,024,6 たきざわ歯科医院 〒484-0094 0568-61-5250滝沢　秀彦 滝沢　秀彦 昭59.10. 1歯   小歯 診療所
     は犬山24 犬山市塔野地大畔４９－１７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2754340,026,1 小島歯科医院 〒484-0081 0568-62-7288小島　正彰 小島　正彰 平21. 4.27歯   矯歯 診療所
     は犬山26 犬山市犬山愛宕１８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 4.27
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2755340,027,9 キトウ歯科医院 〒484-0099 0568-62-2580紀藤　政司 紀藤　政司 昭61. 6. 1歯   小歯 診療所
     は犬山27 犬山市富岡新町１－７４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2756340,030,3 北ノ門歯科医院 〒484-0911 0568-67-0055渡邉　喜則 渡邉　喜則 昭63. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は犬山30 犬山市北之門６－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
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 2757340,031,1 すぎうら歯科 〒484-0066 0568-62-8844杉浦　隆 杉浦　隆 平元. 4. 1歯   小歯 診療所
     は犬山31 犬山市五郎丸鷺寺１１－４０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2758340,032,9 河合歯科医院 〒484-0081 0568-61-1409河合　さか江 河合　さか江 平元. 9.12歯   診療所
     は犬山32 犬山市犬山寺畑１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2759340,034,5 吉野歯科医院 〒484-0894 0568-67-4181吉野　正徳 吉野　正徳 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     は犬山34 犬山市羽黒東向畑３５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2760340,035,2 いぬやま歯科医院 〒484-0081 0568-61-7515清水　勝美 清水　勝美 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     は犬山35 犬山市犬山松本町３－１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2761340,036,0 山田歯科医院 〒484-0041 0568679662 山田　元 山田　元 平 4. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は犬山36 犬山市長者町２－７３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2762340,037,8 祖父江歯科 〒484-0925 0568-67-9939祖父江　一裕 祖父江　一裕 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     は犬山37 犬山市楽田西野１－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2763340,038,6 ごとう歯科 〒484-0073 0568-65-0503後藤　喜男 後藤　喜男 平 9. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は犬山38 犬山市天神町２－６０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2764340,039,4 石原歯科医院 〒484-0894 0568-67-0909石原　朗 石原　朗 平 9. 7. 1歯   診療所
     は犬山39 犬山市羽黒三反田９９－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2765340,040,2 山村歯科クリニック 〒484-0072 0568-65-1333山村　正次 山村　正次 平 9.12. 1歯   小歯 診療所
     は犬山40 犬山市丸山天白町１８９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2766340,041,0 石川歯科医院 〒484-0059 0568-62-1383石川　博之 石川　博之 平10. 8. 1歯   小歯 診療所
     は犬山41 犬山市上坂町２－９９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2767340,042,8 かみの歯科 〒484-0059 0568-65-4860権田　明彦 権田　明彦 平14. 6. 1歯   小歯 診療所
     は犬山42 犬山市上坂町４－１５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
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 2768340,043,6 塚原歯科医院 〒484-0081 0568-61-4540塚原　祐子 塚原　祐子 平14.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は犬山43 犬山市犬山東古券３３６－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2769340,044,4 佐藤歯科医院 〒484-0081 0568-61-0037佐藤　毅 佐藤　毅 平15. 4. 1歯   診療所
     は犬山44 犬山市犬山東古券３３５－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2770340,045,1 ごろうまる歯科 〒484-0066 0568-62-0101騎馬　洋修 騎馬　洋修 平17. 2. 1歯   診療所
     は犬山45 犬山市五郎丸稲葉組６７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2771340,046,9 田中歯科医院 〒484-0075 0568-61-3313医療法人豊生会　理事田中　茂生 平18.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は犬山46 犬山市橋爪東４－８１ 常　勤:    1長　田中　茂生 組織変更 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2772340,047,7 石井歯科室 〒484-0064 0568-61-8002石井　建行 石井　建行 平18.12. 1歯   小歯 診療所
     は犬山47 犬山市前原西４－２１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2773340,048,5 しみず歯科クリニック〒484-0094 0568-63-3981清水　哲 清水　哲 平19.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は犬山48 犬山市塔野地西中ノ切１－１６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2774340,049,3 四季の丘デンタルクリ〒484-0019 0568-65-1118山田　創 山田　創 平20. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は犬山49 ニック 犬山市四季の丘１－１００ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2775340,050,1 たけのこ歯科 〒484-0083 0568-39-6522内藤　岳彦 内藤　岳彦 平24.10. 1歯外 歯   小歯診療所
     は犬山50 犬山市犬山東古券４２４－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2776340,051,9 ケンデンタルクリニッ〒484-0065 0568-67-7877医療法人社団　健誠会鈴木　太 平28. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は犬山51 ク犬山 犬山市五郎丸東３－３３ 常　勤:    1　理事長　高木　健一 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2777340,052,7 桜歯科クリニック 〒484-0894 0568-67-6600医療法人さくら　理事西山　昌希 平28.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は犬山52 犬山市羽黒小安１２６－４ 常　勤:    1長　西山　昌希 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2778350,019,3 相武歯科医院 〒479-0839 0569-35-2272相武　卓樹 相武　卓樹 昭53. 9. 1歯   診療所
     は常滑19 常滑市多屋町５－１５ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2779350,020,1 飯嶋歯科医院 〒479-0856 0569-43-5200飯嶋　英文 飯嶋　英文 昭54. 7.25歯   診療所
     は常滑20 常滑市蒲池町６－１１６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2780350,022,7 河永歯科医院 〒479-0822 0569-34-5169河永　徹裕 河永　徹裕 昭55. 5. 1歯   診療所
     は常滑22 常滑市奥条３－７７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2781350,023,5 森下歯科医院 〒479-0826 0569-34-6621森下　範一 森下　範一 昭56. 1. 1歯   診療所
     は常滑23 常滑市樽水町３－３００ 常　勤:    2 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2782350,025,0 医療法人山川歯科 〒479-0838 0569-35-4875医療法人山川歯科　理山川　俊治 昭56. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は常滑25 常滑市鯉江本町５－８８ 常　勤:    3事長　山川　俊治 現存
     (歯       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2783350,029,2 セギ歯科医院 〒479-0043 0569-34-7818藤井　善富 藤井　善富 昭61. 1. 1歯   小歯 診療所
     は常滑29 常滑市古社３２－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2784350,032,6 加藤歯科医院 〒479-0844 0569-34-8011加藤　雅美 加藤　雅美 平23.11. 1歯   小歯 診療所
     は常滑32 常滑市大和町６－９０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2785350,036,7 榊原歯科医院 〒479-0042 0569-34-9580榊原　規芳 榊原　規芳 平 4. 2. 1歯   小歯 診療所
     は常滑36 常滑市社辺５２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2786350,037,5 中村歯科医院 〒479-0853 0569-43-7077中村　充良 中村　充良 平 4. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は常滑37 常滑市本郷町３－２７３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 2787350,038,3 久野歯科医院 〒479-0863 0569-43-1124久野　昌士 久野　昌士 平 5. 7. 1歯   診療所
     は常滑38 常滑市西之口１－７４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2788350,039,1 金山歯科医院 〒479-0863 0569-43-2796藤井　彰二 藤井　彰二 平14. 8. 1歯   小歯 診療所
     は常滑39 常滑市西之口４－７６－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2789350,040,9 ニシキ歯科 〒479-0831 0569-34-3335小林　史典 小林　史典 平 6. 8. 1歯   小歯 診療所
     は常滑40 常滑市錦町３ー４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2790350,047,4 こすがや歯科 〒479-0806 0569-37-2360夏目　郁也 夏目　郁也 平11. 9. 1歯   小歯 診療所
     は常滑47 常滑市大谷道向１１４－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2791350,048,2 とこなめ歯科 〒479-0837 0569-35-9011村瀬　尚子 村瀬　尚子 平11.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は常滑48 常滑市新開町３－１３７ヤマキビ常　勤:    2 交代 現存
     ル２階 (歯       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2792350,052,4 村川歯科医院 〒479-0854 0569-42-2940村川　比呂志 村川　比呂志 平18. 7. 1歯   診療所
     は常滑52 常滑市榎戸町２－５８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2793350,053,2 医療法人真稜会　Ｉ　〒479-0831 0569-35-2119医療法人真稜会　理事井上　敬介 平22. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は常滑53 Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉ常滑市錦町１－２２－２ 常　勤:    1長　井上　敬介 移動 現存
     ｎｉｃ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2794350,054,0 みんなの歯医者さん 〒479-0842 0569-35-0418樋口　和徳 樋口　和徳 平20. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は常滑54 常滑市大鳥町４－４１カインズモ常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ール１階 (歯       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2795350,055,7 かじま歯科医院 〒479-0873 0569-36-3400日高　修 日高　修 平20. 6. 1歯   小歯 診療所
     は常滑55 常滑市かじま台１－２２８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2796350,056,5 あまかす歯科 〒479-0065 0569-35-0464医療法人あまかす歯科甘粕　洋一 平24.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は常滑56 常滑市長間２－１ 常　勤:    2　理事長　甘粕　洋一 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2797350,057,3 あすか台歯科クリニッ〒479-0868 0569-47-7717八十川　竜洋 八十川　竜洋 平25. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は常滑57 ク 常滑市飛香台７－３－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2798350,058,1 はたなか歯科・口腔外〒479-0823 0569-47-8241畑中　隆志 畑中　隆志 平26. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は常滑58 科 常滑市奥栄町１－７－３ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2799350,059,9 あいむ歯科クリニック〒479-0831 0569-47-5906相武　幸樹 相武　幸樹 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は常滑59 常滑市錦町３－７２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2800350,060,7 りんくう歯科 〒479-0882 0569-84-0015医療法人アイ・クオー神道　俊秀 平28.12. 1 診療所
     は常滑60 常滑市りんくう町２－２０－３イ常　勤:    1ル　理事長　射場　圭 新規 現存
     オンモール常滑１階 (歯       1)司 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2801360,003,5 池田歯科医院 〒483-8274 0587-56-3338池田　一男 池田　一男 昭47. 8. 5歯   小歯 診療所
     は江南3 江南市古知野町広見６６ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平29. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2802360,016,7 伊藤歯科医院 〒483-8216 0587-54-3300伊藤　英紀 伊藤　英紀 昭48.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は江南16 江南市古知野町塔塚２０３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2803360,017,5 社本歯科医院 〒483-8132 0587-54-1177社本　隆久 社本　隆久 昭49.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は江南17 江南市田代町南出１６８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2804360,020,9 渋谷歯科医院 〒483-8041 0587-54-6702渋谷　秀夫 渋谷　秀夫 昭60.12. 7歯   診療所
     は江南20 江南市江森町上２５６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2805360,024,1 舟橋歯科医院 〒483-8213 0587-54-3811舟橋　重康 舟橋　重康 昭54. 6. 1歯   診療所
     は江南24 江南市古知野町朝日１７２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2806360,025,8 森歯科医院 〒483-8317 0587-57-1601森　芳雄 森　芳雄 昭54.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は江南25 江南市村久野町藤里１３１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2807360,026,6 清水歯科医院 〒483-8224 0587-55-2210清水　信利 清水　信利 昭55. 3. 1歯   小歯 診療所
     は江南26 江南市赤童子町白山５５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2808360,027,4 グリーンデンタル夫馬〒483-8143 0587-55-5188夫馬　眞也 夫馬　眞也 昭54. 1. 1歯   小歯 診療所
     は江南27 江南市小郷町伍大力１０８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2809360,030,8 夫馬歯科医院 〒483-8158 0587-56-3117夫馬　俊男 夫馬　俊男 昭55. 7. 1歯   矯歯 診療所
     は江南30 江南市布袋町東３５７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2810360,032,4 一柳歯科医院 〒483-8044 0587-54-8100一柳　幸廣 一柳　幸廣 昭56. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は江南32 江南市宮後町王塚３６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2811360,035,7 大平歯科 〒483-8175 0587-56-4182大平　誠 大平　誠 昭57. 4. 1歯   小歯 診療所
     は江南35 江南市北野町天神３３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2812360,037,3 大池歯科医院 〒483-8335 0587-55-7003大池　芳樹 大池　芳樹 昭58. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は江南37 江南市前飛保町寺前１１１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2813360,042,3 富田歯科医院 〒483-8342 0587-55-0110富田　清孝 富田　清孝 昭62. 3. 1歯   小歯 診療所
     は江南42 江南市松竹町上野３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2814360,045,6 寺沢歯科医院 〒483-8011 0587-55-0144寺沢　幸剛 寺沢　幸剛 昭62.10. 1歯   小歯 診療所
     は江南45 江南市般若町宮山１０２－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2815360,046,4 つかもと歯科 〒483-8146 0587-54-2130塚本　由美 塚本　由美 平22. 6. 7歯   小歯 歯外診療所
     は江南46 江南市布袋下山町西４ 常　勤:    3 移動 現存
     (歯       3) 平28. 6. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2816360,048,0 本郷歯科クリニック 〒483-8238 0587-59-7337杉本　博 杉本　博 平元. 4. 1歯   小歯 診療所
     は江南48 江南市木賀本郷町南１２２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2817360,049,8 医療法人近藤歯科医院〒483-8026 0587-56-2280医療法人近藤歯科医院近藤　直樹 平元. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は江南49 江南市和田町中畑８２ 常　勤:    2　理事長　近藤　直樹 現存
     (歯       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2818360,050,6 あすか歯科 〒483-8336 0587-56-0118田中　仁 田中　仁 平 2. 2. 1歯   小歯 診療所
     は江南50 江南市前飛保町寺町９７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2819360,052,2 近藤ファミリー歯科医〒483-8208 0587-56-5115近藤　茂樹 近藤　茂樹 平 3. 1. 1歯   小歯 診療所
     は江南52 院 江南市古知野町花霞１３７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2820360,053,0 高田歯科 〒483-8349 0587-53-1622高田　明昇 高田　明昇 平 4. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は江南53 江南市前飛保町西町２２８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2821360,054,8 古田フォーラム歯科 〒483-8279 0587-55-7333古田　浩 古田　浩 平 4. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は江南54 江南市古知野町宮裏８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2822360,055,5 なかよし歯科 〒483-8323 0587-53-1818奥田　妙子 奥田　妙子 平 4. 3. 1歯   小歯 診療所
     は江南55 江南市村久野町門弟山２６１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2823360,059,7 医療法人田口歯科医院〒483-8259 0587-59-8288医療法人田口歯科医院田口　望 平 4.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は江南59 江南市上奈良町錦６０－１ 常　勤:    3　理事長　田口　望 歯外 現存
     (歯       3) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2824360,060,5 医療法人俊明会いわい〒483-8423 0587-56-3377医療法人俊明会いわい岩井　克眞 平 4.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は江南60 歯科医院 江南市東野町郷前西３８ 常　勤:    1歯科医院　理事長　岩 矯歯 現存
     (歯       1)井　克眞 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2825360,061,3 中奈良歯科 〒483-8256 0587-54-6614伊藤　昌史 伊藤　昌史 平 5. 6. 1歯   小歯 診療所
     は江南61 江南市中奈良町西浦１０４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2826360,063,9 医療法人江南歯科クリ〒483-8181 0587-55-8148医療法人江南歯科クリ中村　富士嗣 平 5. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は江南63 ニック 江南市今市場町秋津６９ 常　勤:    1ニック　理事長　中村 組織変更 現存
     (歯       1)　富士嗣 平29. 9. 1
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 2827360,065,4 医療法人正明会岩井歯〒483-8076 0587-57-3311医療法人正明会　理事岩井　孝充 平 6. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は江南65 科 江南市村久野町上原６３ 常　勤:    2長　岩井　正彦 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2828360,069,6 よつ葉歯科クリニック〒483-8113 0587-53-8214服部　勝 服部　勝 平 8. 5. 1歯   小歯 診療所
     は江南69 江南市天王町五反林１４２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2829360,070,4 フレンド歯科医院 〒483-8044 0587-53-7717沖中　俊一 沖中　俊一 平 8.10. 1歯   小歯 診療所
     は江南70 江南市宮後町西屋敷４３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2830360,071,2 久野歯科医院 〒483-8258 0587-54-2999久野　均 久野　均 平 9. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は江南71 江南市上奈良町観音寺４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2831360,072,0 伊神歯科医院 〒483-8236 0587-56-3032伊神　泰文 伊神　泰文 平 9. 7. 2歯   小歯 矯歯診療所
     は江南72 江南市布袋町南２００ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 7. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2832360,073,8 こまつ歯科医院 〒483-8257 0587-56-5527小松　芳治 小松　芳治 平20. 4. 1歯   小歯 診療所
     は江南73 江南市上奈良町豊里９ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2833360,074,6 大野歯科 〒483-8046 0587-54-7151大野　哲弥 大野　哲弥 平10. 6. 1歯   小歯 診療所
     は江南74 江南市高屋町花戸５１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2834360,075,3 古田歯科医院 〒483-8087 0587-56-2374古田　貴司 古田　貴司 平11. 5.10歯   小歯 矯歯診療所
     は江南75 江南市高屋町北上７４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2835360,076,1 緑が丘歯科医院 〒483-8338 0587-53-0808藤塚　勝功 藤塚　勝功 平14. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は江南76 江南市前飛保町藤町１９７ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2836360,077,9 なかしま歯科クリニッ〒483-8101 0587-53-6888中島　康晴 中島　康晴 平14. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は江南77 ク 江南市力長町観音寺１２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
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 2837360,079,5 こまだ歯科 〒483-8144 0587-53-0898駒田　靜哉 駒田　靜哉 平15. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は江南79 江南市小郷町楽ノ山２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2838360,080,3 もりしょう歯科 〒483-8363 0587-57-5758森　昭一郎 森　昭一郎 平15.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は江南80 江南市河野町五十間１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2839360,081,1 中央歯科クリニック 〒483-8206 0587-55-0648医療法人メディカルア安藤　雅康 平18. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は江南81 江南市古知野町千丸２２８ 常　勤:    3ート　理事長　安藤　 組織変更 歯外 現存
     (歯       3)雅康 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2840360,083,7 山中歯科 〒483-8024 0587-56-8701山中　敏紀 山中　敏紀 平28. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は江南83 江南市和田町天神８１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2841360,084,5 どんぐり歯科 〒483-8427 0587-55-5656恒川　鎮光 恒川　鎮光 平18.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は江南84 江南市東野町新田１４８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2842360,085,2 つばき歯科 〒483-8151 0587-51-1002大平　崇司 大平　崇司 平19.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は江南85 江南市寄木町白山１２０ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2843360,086,0 説田歯科医院 〒483-8276 0587-55-2631堀部　敦 堀部　敦 平20. 2.17歯   歯外 小歯診療所
     は江南86 江南市古知野町宮前２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 2.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2844360,088,6 すぎもと歯科 〒483-8334 0587-54-0348杉本　英之 杉本　英之 平20. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は江南88 江南市前飛保町緑ケ丘２９０ 常　勤:    2 交代 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2845360,089,4 ミント歯科　歯周病・〒483-8086 0587-81-3771長尾　学 長尾　学 平21. 4. 1歯   小歯 診療所
     は江南89 ＣＴインプラントオフ江南市高屋町大松原１２６ 常　勤:    1 新規 現存
     ィス (歯       1) 平27. 4. 1
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 2846360,091,0 ケンデンタルクリニッ〒483-8342 0587-51-0500医療法人社団健誠会　石橋　弘基 平21. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は江南91 ク江南 江南市松竹町上野２０５アピタ江常　勤:    3理事長　高木　健一 新規 歯外 現存
     南西店２階 (歯       3) 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2847360,092,8 すずき歯科医院 〒483-8417 0587-81-5234鈴木　雄一郎 鈴木　雄一郎 平21.12. 1歯   小歯 診療所
     は江南92 江南市東野町烏森７０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2848360,093,6 水野歯科医院 〒483-8109 0587-59-8241医療法人メディカルコ水野　達也 平22. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は江南93 江南市力長町神出１３９ 常　勤:    1ンフォート　理事長　 組織変更 歯外 現存
     (歯       1)水野　達也 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2849360,094,4 サンハートデンタルク〒483-8156 0587-55-8088河原　大三 河原　大三 平22. 5. 1歯   小歯 診療所
     は江南94 リニック 江南市南山町西１３５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2850360,095,1 杉戸歯科 〒483-8044 0587-55-6635杉戸　孝行 杉戸　孝行 平22. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は江南95 江南市宮後町王塚１２１ 常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2851360,096,9 中島　歯科 〒483-8069 0587-54-3751中島　隆 中島　隆 平24. 5. 1歯   小歯 診療所
     は江南96 江南市飛高町宮町１１６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2852360,097,7 なかはら歯科クリニッ〒483-8271 0587-51-1888中原　幹雄 中原　幹雄 平28. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は江南97 ク 江南市古知野町桃源５ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2853360,098,5 ひまわり歯科 〒483-8058 0587-74-6519村瀬　旭弘 村瀬　旭弘 平29. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は江南98 江南市前野町西３１０－１、３１常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     ５－１ (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2854360,099,3 アップル歯科 〒483-8165 0587-51-0418医療法人颯真会　理事伊神　京子 平30. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は江南99 江南市赤童子町福住１－１ 常　勤:    1長　伊神　真次 交代 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2855360,100,9 たなか歯科クリニック〒483-8207 0587-55-1108医療法人一誠会　理事田中　一輝 平30. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     は江南100 江南市古知野町熱田５１ 常　勤:    2長　田中　耕一郎 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2856380,014,8 塚原歯科 〒485-0029 0568-73-5515塚原　邦秋 塚原　邦秋 昭51. 5. 1歯   小歯 診療所
     は小牧14 小牧市中央２－２０１－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2857380,021,3 丹羽歯科医院 〒485-0041 0568-73-9500丹羽　正一 丹羽　正一 平28. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は小牧21 小牧市小牧４－３５ 常　勤:    2 移動 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2858380,025,4 松岡歯科 〒485-0058 0568-73-6181松岡　英二 松岡　英二 昭53.11. 1歯   小歯 診療所
     は小牧25 小牧市小木５－１９４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2859380,028,8 田中歯科医院 〒485-0082 0568-75-3211田中　正雄 田中　正雄 昭54. 8. 1歯   診療所
     は小牧28 小牧市村中２７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2860380,031,2 服部歯科医院 〒485-0046 0568-73-6667服部　哲久 服部　哲久 昭56. 6. 1歯   小歯 診療所
     は小牧31 小牧市堀の内３－２４　プラスラ常　勤:    1 現存
     フネビル２階 (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2861380,032,0 いとう歯科 〒485-0814 0568-79-8844伊藤　憲夫 伊藤　憲夫 昭57. 6. 1歯   診療所
     は小牧32 小牧市古雅三丁目２２－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2862380,033,8 中部歯科医院 〒485-0041 0568-75-3618長谷川　修司 長谷川　修司 昭63. 4. 1歯   診療所
     は小牧33 小牧市小牧２－９１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2863380,034,6 松浦歯科 〒485-0012 0568-77-6480松浦　克成 松浦　克成 昭57.11. 1歯   小歯 診療所
     は小牧34 小牧市小牧原新田１４４８－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2864380,036,1 川原歯科医院 〒485-0804 0568-79-6767川原　宏司 川原　宏司 昭59. 6. 1歯   小歯 診療所
     は小牧36 小牧市池之内妙堂３４０７－１ 現存
     平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2865380,037,9 伊藤歯科医院 〒485-0828 0568-75-1827伊藤　卓雄 伊藤　卓雄 昭59. 9. 1歯   小歯 診療所
     は小牧37 小牧市小松寺東前７２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2866380,039,5 藤島歯科医院 〒485-0069 0568-72-5250鋤柄　昌平 鋤柄　昌平 昭60. 5. 1歯   診療所
     は小牧39 小牧市藤島町梵天８３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2867380,040,3 酒井歯科 〒485-0012 0568-73-8211酒井　義仁 酒井　義仁 昭60. 6. 1歯   小歯 診療所
     は小牧40 小牧市小牧原新田１９２６－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2868380,043,7 かとう歯科クリニック〒485-0023 0568-76-6788加藤　勇夫 加藤　勇夫 昭61. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は小牧43 小牧市北外山２２１３－６ 常　勤:    2 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2869380,045,2 相馬歯科医院 〒485-0003 0568-73-3118相馬　佳史 相馬　佳史 昭61. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は小牧45 小牧市久保一色２１６－３２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2870380,047,8 東田中高木歯科 〒485-0041 0568-76-1919高木　康司 高木　康司 昭62. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は小牧47 小牧市小牧新田１８０１－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2871380,048,6 ほしの歯科 〒485-0039 0568-73-8164星野　博史 星野　博史 平15. 3. 1歯   診療所
     は小牧48 小牧市外堀１－４１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2872380,049,4 平手歯科 〒485-0044 0568-77-2266平手　雅人 平手　雅人 昭62. 7. 1歯   小歯 診療所
     は小牧49 小牧市常普請３－４６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2873380,050,2 花水木歯科 〒485-0029 0568-72-8148鈴木　澄 鈴木　澄 平 4. 2.19歯   矯歯 小歯診療所
     は小牧50 小牧市中央５－２４８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2874380,052,8 さとう歯科医院 〒485-0011 0568-76-3535佐藤　軍一 佐藤　軍一 平元. 4. 1歯   小歯 診療所
     は小牧52 小牧市岩崎５－３５７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2875380,053,6 石野歯科 〒485-0011 0568-76-6500石野　誠 石野　誠 平元. 8. 1歯   小歯 診療所
     は小牧53 小牧市岩崎藤塚３７２－１１　３常　勤:    1 現存
     ８５－２ (歯       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2876380,054,4 医療法人桃成会桃花台〒485-0815 0568-79-8244医療法人桃成会　理事村上　昇 平元.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は小牧54 歯科 小牧市篠岡１－１２－１ 常　勤:    2長　村上　昇 矯歯 現存
     (歯       2) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2877380,055,1 やまもと歯科クリニッ〒485-0821 0568-79-0648山元　宏次 山元　宏次 平元.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は小牧55 ク 小牧市本庄山脇前２４６０－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2878380,056,9 きまた歯科 〒485-0054 0568-77-7975木全　信之 木全　信之 平 2. 4. 1歯   小歯 診療所
     は小牧56 小牧市多気西町１５２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2879380,058,5 河村歯科医院 〒485-0007 0568-76-0508河村　広治 河村　広治 平 2. 7. 1歯   小歯 診療所
     は小牧58 小牧市久保一色南２－１５５－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2880380,059,3 すずき歯科医院 〒485-0828 0568-76-0118鈴木　信彦 鈴木　信彦 平17. 6. 7歯   小歯 診療所
     は小牧59 小牧市小松寺３３０－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 6. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2881380,061,9 本庄歯科 〒485-0821 0568-79-6408安部　信彦 安部　信彦 平 3.10. 1歯   小歯 診療所
     は小牧61 小牧市本庄２６１３－３６６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2882380,063,5 あおい歯科医院 〒485-0011 0568-76-6688髙橋　俊也 髙橋　俊也 平17. 2. 1歯   小歯 診療所
     は小牧63 小牧市岩崎山浦１４３２－１４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2883380,065,0 むらかみ歯科 〒485-0029 0568-73-8241村上　純一 村上　純一 平 4.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は小牧65 小牧市中央２－６２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2884380,066,8 医療法人昌和会苅谷歯〒485-0049 0568-77-8451医療法人昌和会　理事苅谷　昌司 平 5. 9. 1歯   診療所
     は小牧66 科 小牧市山北町７４ 常　勤:    1長　苅谷　昌司 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2885380,067,6 南外山堀井歯科 〒485-0024 0568-75-7075堀井　正孝 堀井　正孝 平 6. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     は小牧67 小牧市南外山１６２－３ 常　勤:    2 矯歯 他   現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2886380,068,4 野間歯科医院 〒485-0077 0568-76-4180野間　剛志 野間　剛志 平12.11. 4歯   矯歯 小歯診療所
     は小牧68 小牧市西之島丁田１９５７－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2887380,069,2 いわさきデンタルオフ〒485-0011 0568-72-3040玉置　忠宏 玉置　忠宏 平 7. 1. 1歯   小歯 診療所
     は小牧69 ィス 小牧市岩崎５－１４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2888380,070,0 鈴木歯科医院 〒485-0041 0568-76-2869鈴木　浩司 鈴木　浩司 平 7. 6. 6歯   小歯 診療所
     は小牧70 小牧市小牧２－１３２－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2889380,074,2 二重堀歯科 〒485-0021 0568-71-8000水谷　茂徳 水谷　茂徳 平 7. 9. 1歯   小歯 診療所
     は小牧74 小牧市二重堀２３２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2890380,075,9 こまき矯正歯科 〒485-0029 0568-71-1535医療法人こまき矯正歯飯田　資浩 平13. 1. 6矯歯 診療所
     は小牧75 小牧市中央２－８１ 常　勤:    2科　理事長　飯田　資 移動 現存
     (歯       2)浩 平25. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2891380,078,3 矢沢歯科医院 〒485-0041 0568-71-6480矢澤　洋人 矢澤　洋人 平 7.12. 1歯   小歯 診療所
     は小牧78 小牧市小牧２－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
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 2892380,079,1 城山歯科医院 〒485-0812 0568-79-0418池田　雅彦 池田　雅彦 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     は小牧79 小牧市城山３－６－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2893380,080,9 小牧歯科 〒485-0021 0568-77-6436友松　尚紀 友松　尚紀 平 8. 5. 1歯   小歯 診療所
     は小牧80 小牧市二重堀北之山６３８－１９常　勤:    1 新規 現存
     ０ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2894380,082,5 ビュー歯科クリニック〒485-0803 0568-78-5678竹内　友康 竹内　友康 平10. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は小牧82 小牧市高根２－１０４－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2895380,084,1 さとう歯科 〒485-0814 0568-78-3388佐藤　エミ 佐藤　エミ 平11. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は小牧84 小牧市古雅１－１ピアーレ３階 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2896380,086,6 みやもと歯科 〒485-0832 0568-76-0841宮本　裕司 宮本　裕司 平11. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は小牧86 小牧市応時２－１８４ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2897380,088,2 加藤歯科 〒485-0058 0568-73-8338加藤　益丈 加藤　益丈 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     は小牧88 小牧市小木３－１５２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2898380,092,4 こばやし歯科 〒485-0011 0568-73-3009小林　弘直 小林　弘直 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     は小牧92 小牧市岩崎町屋２７５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2899380,095,7 かめがい歯科医院 〒485-0802 0568-47-1171亀谷　政輝 亀谷　政輝 平15. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は小牧95 小牧市大草４３５７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2900380,096,5 稲垣歯科 〒485-0803 0568-78-2525医療法人恒輝会　理事稲垣　輝行 平17. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は小牧96 小牧市高根２－３２４ 常　勤:    1長　稲垣　輝行 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2901380,097,3 友松歯科医院 〒485-0029 0568-76-2507友松　芳朗 友松　芳朗 平17. 8. 9歯   小歯 矯歯診療所
     は小牧97 小牧市中央１－３００ 常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 8. 9
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 2902380,098,1 かじの歯科 〒485-0801 0568-78-8885梶野　勇 梶野　勇 平18. 5. 1歯   小歯 診療所
     は小牧98 小牧市大山南５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2903380,099,9 医療法人社団健誠会ケ〒485-0041 0568-76-0011医療法人社団健誠会　高木　健一 平19.10.26歯   小歯 矯歯診療所
     は小牧99 ンデンタルクリニック小牧市小牧３－５５５ラピオ小牧常　勤:    9理事長　高木　健一 移動 歯外 現存
     店４階 (歯       9) 平25.10.26
     非常勤:   10
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2904380,101,3 中川歯科医院 〒485-0063 0568-72-8241中川　裕之 中川　裕之 平19. 5. 1歯   小歯 診療所
     は小牧101 小牧市藤島町鏡池８２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2905380,103,9 外山デンタルクリニッ〒485-0023 0568-71-4466穂積　隆浩 穂積　隆浩 平19. 8. 1歯   小歯 診療所
     は小牧103 ク 小牧市北外山１５９５ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2906380,104,7 ベル歯科クリニック 〒485-0041 0568-77-4682医療法人望美会　理事和泉　健夫 平22. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は小牧104 小牧市小牧４－３３３－１ 常　勤:    2長　和泉　優子 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2907380,106,2 堀井歯科医院 〒485-0047 0568-73-1234堀井　聡 堀井　聡 平24. 1. 1歯   小歯 診療所
     は小牧106 小牧市曙町４７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2908380,107,0 穂積歯科医院 〒485-0041 0568-76-2308穂積　英治 穂積　英治 平24. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は小牧107 小牧市小牧１－５８０ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2909380,108,8 アキ　デンタルクリニ〒485-0043 0568-71-8800伊藤　彰英 伊藤　彰英 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は小牧108 ック 小牧市桜井本町１３９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2910380,109,6 西田歯科医院 〒485-0023 0568-72-3311西田　泰大 西田　泰大 平25. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は小牧109 小牧市北外山２０００－６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2911380,111,2 山﨑歯科 〒485-0004 0568-73-7157山﨑　一朗 山﨑　一朗 平25.12. 1歯   小歯 診療所
     は小牧111 小牧市田県町３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2912380,112,0 ひびの歯科医院 〒485-0034 0568-68-6400日比野　聖史 日比野　聖史 平26.10. 1歯   小歯 診療所
     は小牧112 小牧市市之久田１－７５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2913380,113,8 おちあい小児歯科 〒485-0013 0568-75-4618落合　慶行 落合　慶行 平26.12. 1歯   小歯 診療所
     は小牧113 小牧市新町３－２３９ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2914380,114,6 えぐち歯科クリニック〒485-0067 0568-68-8827江口　雅啓 江口　雅啓 平27. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は小牧114 小牧市藤島町居屋敷１８４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2915380,115,3 Ｋファミリー歯科 〒485-0041 0568-77-7778医療法人社団　健誠会飯田　英人 平27. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は小牧115 小牧市小牧４－７４マックスバリ常　勤:    1　理事長　髙木　健一 新規 現存
     ュ小牧駅西店１階 (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2916380,116,1 ともまつ歯科クリニッ〒485-0011 0568-54-1182友松　哲郎 友松　哲郎 平28. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は小牧116 ク 小牧市岩崎東成海３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2917380,117,9 コスモス歯科医院 〒485-0075 0568-77-8266山田　光宏 山田　光宏 平29. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は小牧117 小牧市三ツ渕１７７２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2918380,118,7 しぶや歯科クリニック〒485-0829 0568-65-6480渋谷　健一郎 渋谷　健一郎 平29. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は小牧118 小牧市小牧原１－１４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2919380,119,5 ササキデンタルクリニ〒485-0804 0568-78-1288医療法人社団ササキデ佐々木　成髙 平30. 4. 2歯   矯歯 小歯診療所
     は小牧119 ック 小牧市池之内妙堂３４２１－６ 常　勤:    2ンタルクリニック　理 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)事長　佐々木　成高 平30. 4. 2
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2920390,022,9 川瀬歯科医院 〒492-8233 0587-21-4364川瀬　利治 川瀬　利治 昭49.10. 1歯   診療所
     は稲沢22 稲沢市奥田町下二条１４０８－１常　勤:    1 現存
     ５ (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2921390,027,8 谷小児歯科 〒492-8143 0587-23-5566谷　眞仁 谷　眞仁 昭56. 9. 1小歯 診療所
     は稲沢27 稲沢市駅前２－２７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2922390,028,6 すぎむら歯科 〒492-8273 0587-21-4180杉村　哲男 杉村　哲男 平29. 5.22歯   小歯 診療所
     は稲沢28 稲沢市桜木宮前町１０ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平29. 5.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2923390,031,0 矢合歯科 〒492-8342 0587-36-4581野口　保 野口　保 昭58. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は稲沢31 稲沢市矢合町辻初３２３－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2924390,032,8 みどり歯科医院 〒492-8227 0587-23-1410鳥居　茂 鳥居　茂 平13. 1.29歯   小歯 診療所
     は稲沢32 稲沢市奥田白山町１０７－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2925390,034,4 千代田歯科医院 〒492-8441 0587-36-1184村松　典幸 村松　典幸 昭58. 7. 1歯   診療所
     は稲沢34 稲沢市福島町中浦６１－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2926390,035,1 浅野歯科医院 〒492-8219 0587-23-0023浅野　昭二 浅野　昭二 昭59. 4.27歯   診療所
     は稲沢35 稲沢市稲葉２－６－３０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2927390,036,9 水谷歯科 〒492-8151 0587-23-0100水谷　公治 水谷　公治 昭59.10. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢36 稲沢市井之口北畑町２４４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2928390,037,7 石黒歯科医院 〒492-8310 0587-36-0405石黒　隆男 石黒　隆男 昭60. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は稲沢37 稲沢市下屋３－１３４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2929390,039,3 てらしま歯科 〒492-8252 0587-23-8585寺嶋　和義 寺嶋　和義 平 7. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は稲沢39 稲沢市緑町４－９－１ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2930390,040,1 ライフ歯科クリニック〒492-8142 0587-23-8011谷　智也 谷　智也 平元. 8. 1歯   診療所
     は稲沢40 稲沢市長野１－９－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
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 2931390,041,9 林ファミリー歯科 〒492-8137 0587-23-8118林　寿男 林　寿男 平元. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は稲沢41 稲沢市国府宮４－３－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2932390,042,7 橋本歯科医院 〒492-8271 0587-21-5566橋本　喜司 橋本　喜司 平 2. 9. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢42 稲沢市石橋４－７４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2933390,043,5 医療法人愛聖会山田歯〒492-8074 0587-32-3567医療法人愛聖会山田歯山田　義治 平 2. 9. 1歯   診療所
     は稲沢43 科 稲沢市下津下町東４－２ 常　勤:    1科　理事長　山田　義 現存
     (歯       1)治 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2934390,044,3 さかい歯科 〒492-8114 0587-24-0648酒井　功支 酒井　功支 平 3. 9. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢44 稲沢市治郎丸椿町５９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2935390,046,8 服部歯科医院 〒492-8212 0587-24-8855服部　哲尚 服部　哲尚 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢46 稲沢市小沢２－４－２５－１０１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2936390,047,6 医療法人谷口歯科 〒492-8144 0587-23-3411医療法人谷口歯科　理谷口　鉄次郎 平 7.10. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢47 稲沢市小池２－２１－７ 常　勤:    1事長　谷口　鉄次郎 組織変更 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2937390,048,4 吉川歯科クリニック 〒492-8157 0587-22-0008吉川　裕城 吉川　裕城 平 7.12. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢48 稲沢市井之口柿ノ木町２５４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2938390,049,2 竹市歯科 〒492-8024 0587-21-8787竹市　智之 竹市　智之 平 9. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は稲沢49 稲沢市赤池南町６３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2939390,050,0 古森歯科 〒492-8217 0587-24-7696古森　英一 古森　英一 平 9. 9. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢50 稲沢市稲沢町下田１７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2940390,053,4 矯正歯科いとう 〒492-8208 0587-22-1010伊藤　幸司 伊藤　幸司 平10. 4. 1矯歯 診療所
     は稲沢53 稲沢市松下１－７－２４たかビル常　勤:    1 現存
     ３階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2941390,054,2 むつが歯科 〒492-8145 0587-23-0012六鹿　賢二郎 六鹿　賢二郎 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢54 稲沢市正明寺２－１８－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2942390,058,3 医療法人大里会大里デ〒492-8181 0587-24-4184医療法人大里会　理事小川　薫 平12. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は稲沢58 ンタルクリニック 稲沢市日下部北町５－８４－３ 常　勤:    6長　小川　雅範 組織変更 歯外 現存
     (歯       6) 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2943390,061,7 小澤歯科医院 〒492-8212 0587-24-2340小澤　義之 小澤　義之 平13. 1. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢61 稲沢市小沢４－１４－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2944390,063,3 野村歯科医院 〒492-8143 0587-21-3028野村　明生 野村　明生 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢63 稲沢市駅前２－４１－２１野村ビ常　勤:    2 交代 現存
     ル１０１ (歯       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2945390,064,1 山本歯科医院 〒492-8143 0587-33-0570山本　良実 山本　良実 平15. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は稲沢64 稲沢市駅前３－６－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2946390,065,8 たか歯科・小児歯科 〒492-8214 0587-22-3301髙　広一郎 髙　広一郎 平16. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は稲沢65 稲沢市大塚南３－６４、６５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2947390,066,6 グレースデンタルクリ〒492-8274 0587-34-5707高橋　茂和 高橋　茂和 平16. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は稲沢66 ニック 稲沢市天池光田町９５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2948390,067,4 けやき通り歯科クリニ〒492-8138 0587-21-4100林　峰佳 林　峰佳 平17. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     は稲沢67 ック 稲沢市国府宮町手枕１００－１１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2949390,070,8 伊藤歯科医院 〒495-0021 0587-97-0821伊藤　建 伊藤　建 昭50. 9. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢70 稲沢市祖父江町三丸渕八島１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2950390,072,4 山田歯科医院 〒495-0031 0587-97-5525山田　茂 山田　茂 昭57. 6. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢72 稲沢市祖父江町上牧下川田４３３常　勤:    1 現存
     －５ (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2951390,074,0 竹島歯科医院 〒490-1323 0567-46-3111竹島　妙子 竹島　妙子 昭60. 5. 1歯   診療所
     は稲沢74 稲沢市平和町嫁振１２２－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2952390,075,7 橋本歯科 〒490-1311 0567-46-4114橋本　光弘 橋本　光弘 昭63.12. 1歯   診療所
     は稲沢75 稲沢市平和町中三宅中屋敷１－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2953390,076,5 堀田デンタル．クリニ〒490-1304 0567-46-1841堀田　浩利 堀田　浩利 平 3. 7. 1歯   診療所
     は稲沢76 ック 稲沢市平和町法立東法立南８１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2954390,077,3 早瀬歯科医院 〒495-0014 0587-97-6388早瀬　泰博 早瀬　泰博 平 3. 8. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢77 稲沢市祖父江町大牧郷中１８－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2955390,078,1 富田歯科医院 〒495-0001 0587-97-1315富田　喜美雄 富田　喜美雄 平12. 9. 5歯   診療所
     は稲沢78 稲沢市祖父江町祖父江居中１４８常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2956390,079,9 いちょうの木歯科 〒495-0011 0587-81-0070服部　英一 服部　英一 平13. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は稲沢79 稲沢市祖父江町森上本郷十４８－常　勤:    2 新規 歯外 現存
     ３ (歯       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2957390,080,7 祖父江歯科 〒495-0001 0587-98-1180加納　健司 加納　健司 平18. 6. 1歯   診療所
     は稲沢80 稲沢市祖父江町祖父江高熊１１１常　勤:    1 新規 現存
     平和堂祖父江内 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2958390,081,5 坪井歯科医院 〒492-8143 0587-32-0515坪井　徹洋 坪井　徹洋 平18. 6.21歯   診療所
     は稲沢81 稲沢市駅前１－１１－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 6.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2959390,082,3 おりづ歯科 〒492-8065 0587-21-7007川瀬　奈穗 川瀬　奈穗 平18.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     は稲沢82 稲沢市下津大門町４４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2960390,083,1 すみれ歯科医院 〒492-8213 0587-23-3395荻野　修 荻野　修 平19. 5. 1歯   診療所
     は稲沢83 稲沢市高御堂５－１０４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2961390,084,9 平和歯科クリニック 〒490-1323 0567-46-4606嶋﨑　淳一 嶋﨑　淳一 平19. 6. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢84 稲沢市平和町下起南１８４－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2962390,085,6 木村歯科 〒492-8208 0587-21-1184木村　隆 木村　隆 平19.11. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢85 稲沢市松下１－１９－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2963390,086,4 グリーン歯科クリニッ〒492-8230 0587-33-2100高尾　征吾 高尾　征吾 平28.11. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢86 ク 稲沢市稲島東６－２５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2964390,087,2 田本デンタルクリニッ〒492-8173 0587-50-4182田本　晃生 田本　晃生 平20. 4. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢87 ク 稲沢市北市場町東玄野４９９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2965390,089,8 小川歯科クリニック 〒492-8044 0587-22-3456小川　憲市 小川　憲市 平20. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は稲沢89 稲沢市陸田宮前１－１４－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2966390,091,4 ますだ歯科 〒492-8601 0587-33-0300桝田　直宏 桝田　直宏 平21. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は稲沢91 稲沢市長野７－１－２リーフウォ常　勤:    1 新規 現存
     ーク稲沢１１９区画 (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2967390,092,2 一色歯科 〒492-8365 0587-81-6483杉村　友隆 杉村　友隆 平23. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     は稲沢92 稲沢市一色下方町２７９－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2968390,093,0 ｉ　ＤＥＮＴＡＬ　Ｃ〒492-8094 0587-81-7264伊藤　範明 伊藤　範明 平23.10. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢93 ＬＩＮＩＣ 稲沢市下津北山１－７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2969390,096,3 たんぽぽ歯科クリニッ〒492-8215 0587-81-4182鈴木　智雄 鈴木　智雄 平24. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は稲沢96 ク 稲沢市大塚北６－９９－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2970390,099,7 スマイルデンタルクリ〒492-8036 0587-21-3111医療法人明枝会　理事田中　利佳 平26. 2. 1歯   診療所
     は稲沢99 ニック 稲沢市陸田本町１５９ 常　勤:    2長　田中　利佳 組織変更 現存
     (歯       2) 平26. 2. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
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 2971390,100,3 まいデンタルクリニッ〒492-8271 0587-33-0145尾形　舞 尾形　舞 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は稲沢100 ク 稲沢市石橋２－２６４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2972390,101,1 はなまるデンタルクリ〒492-8164 0587-23-8241伊藤　世志哉 伊藤　世志哉 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は稲沢101 ニック 稲沢市井之口大坪町８０－１稲沢常　勤:    1 交代 現存
     パールシティ３階 (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2973390,102,9 さくらぎ歯科 〒492-8273 0587-96-8214戸田　慎吾 戸田　慎吾 平26. 9. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢102 稲沢市桜木宮前町７２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2974390,103,7 グランツ歯科室 〒492-8410 0587-24-6611小田　邦博 小田　邦博 平26.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は稲沢103 稲沢市北島４－７１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2975390,104,5 遠山歯科医院 〒492-8208 0587-21-6000医療法人佳和会　理事遠山　佳伸 平27. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は稲沢104 稲沢市松下１－１－１名鉄国府宮常　勤:    1長　遠山　佳伸 組織変更 歯外 現存
     駅ビル１階 (歯       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2976390,105,2 塚本歯科医院 〒492-8410 0587-34-4182医療法人塚本歯科医院塚本　啓二 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は稲沢105 稲沢市北島５－８７ 常　勤:    6　理事長　塚本　啓二 組織変更 矯歯 現存
     (歯       6) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2977390,106,0 塚本歯科分院 〒492-8410 0587-34-3900医療法人塚本歯科医院塚本　暢子 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は稲沢106 稲沢市北島５－８８ 常　勤:    1　理事長　塚本　啓二 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2978390,107,8 塚本歯科医院訪問診療〒492-8216 0587-33-0801山森　美淑 山森　美淑 平28. 7. 1歯   診療所
     は稲沢107 室 稲沢市大塚町善世３３９４－４９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2979390,108,6 加藤歯科医院 〒495-0011 0587-97-1633加藤　美紀子 加藤　美紀子 平28. 7. 1歯   小歯 診療所
     は稲沢108 稲沢市祖父江町森上本郷十４－３常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2980390,109,4 みやびデンタルクリニ〒492-8412 0587-36-7775鈴木　雅勝 鈴木　雅勝 平28.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     は稲沢109 ック 稲沢市大矢町地藏堂７０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2981390,111,0 あかいけ歯科こども歯〒492-8002 0587-24-6262小﨑　章雄 小﨑　章雄 平29. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は稲沢111 科 稲沢市赤池居道町１３３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2982390,112,8 稲沢矯正歯科クリニッ〒492-8076 0587-81-5050吉廻　守 吉廻　守 平30. 3. 1 診療所
     は稲沢112 ク 稲沢市下津宮西町７５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2983400,011,0 鳥居歯科医院 〒441-1373 05362-2-0333鳥居　栄一 鳥居　栄一 昭50. 4. 9歯   診療所
     は新城11 新城市西新町５８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2984400,014,4 ホワイト歯科 〒441-1385 05362-3-3139今泉　良治 今泉　良治 昭54. 4. 1歯   診療所
     は新城14 新城市八幡１５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2985400,015,1 太田歯科医院 〒441-1368 0536220007 太田　博司 太田　博司 昭57.10.14歯   診療所
     は新城15 新城市屋敷１４６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2986400,016,9 ウメダ歯科医院 〒441-1343 05362-3-1081梅田　徳司 梅田　徳司 昭57. 9. 1歯   小歯 診療所
     は新城16 新城市野田東町屋敷２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2987400,017,7 金沢歯科 〒441-1374 05362-3-5156金沢　光男 金沢　光男 昭59. 3. 1歯   診療所
     は新城17 新城市町並３１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2988400,018,5 川合歯科医院 〒441-1384 0536-22-0619川合　敏正 川合　敏正 昭61. 3. 1歯   小歯 診療所
     は新城18 新城市西入船６ 常　勤:    2 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2989400,019,3 石河歯科クリニック 〒441-1361 05362-3-5757石河　健司 石河　健司 昭62. 9. 1歯   診療所
     は新城19 新城市平井ノナカ５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2990400,021,9 ながた歯科 〒441-1341 05362-3-5500永田　陽介 永田　陽介 平 3. 6. 1歯   診療所
     は新城21 新城市杉山野口４４－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2991400,022,7 稲垣歯科 〒441-1341 05362-3-3467稲垣　鐘司 稲垣　鐘司 平 3. 8. 1歯   小歯 診療所
     は新城22 新城市杉山荒井４９－６ 現存
     平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2992400,023,5 クリーン歯科 〒441-1345 05362-3-5858草深　伸一 草深　伸一 平 3.10. 1歯   診療所
     は新城23 新城市豊島龍谷５－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2993400,024,3 富岡歯科診療所 〒441-1335 05362-6-1357清水　満 清水　満 平 3.11. 1歯   診療所
     は新城24 新城市富岡箕打ケ平２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2994400,026,8 伊藤歯科医院 〒441-1361 05362-3-8020伊藤　喜之 伊藤　喜之 平10. 1. 1歯   小歯 診療所
     は新城26 新城市平井後田１１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2995400,027,6 とりやま歯科 〒441-1367 05362-2-4108鳥山　淳 鳥山　淳 平10. 4. 1歯   小歯 診療所
     は新城27 新城市札木２７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2996400,028,4 八名歯科クリニック 〒441-1335 05362-4-5200山本　高嗣 山本　高嗣 平13. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は新城28 新城市富岡半原田４９－６１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2997400,029,2 今泉歯科 〒441-1361 0536-24-9900今泉　三枝 今泉　三枝 平13. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は新城29 新城市平井新栄６４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    6
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2998400,030,0 ふるいち歯科 〒441-1344 05362-3-6607古市　敬雄 古市　敬雄 平14.12. 1歯   診療所
     は新城30 新城市野田上市場２５－８４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2999400,033,4 河合歯科医院 〒441-1616 05363-2-2736河合　宏 河合　宏 平 2.11. 1歯   診療所
     は新城33 新城市井代大貝津６６－３，６７常　勤:    1 現存
     －３，７５－６ (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3000400,034,2 長篠歯科診療所 〒441-1634 05363-2-2122冨田　達彦 冨田　達彦 平 7. 5. 1歯   診療所
     は新城34 新城市長篠字殿薮３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3001400,035,9 しょうだ歯科 〒441-1615 05363-2-7555庄田　征弘 庄田　征弘 平14.10. 1歯   診療所
     は新城35 新城市大野小林１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3002400,036,7 つくで歯科 〒441-1423 05363-7-6006大橋　憲司 大橋　憲司 平11.10. 1歯   小歯 診療所
     は新城36 新城市作手高里木戸口１２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3003400,037,5 村田歯科 〒441-1371 0536-23-2555村田　義範 村田　義範 平20.10. 1歯   小歯 診療所
     は新城37 新城市城北３－１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3004400,038,3 山本歯科診療所 〒441-1368 0536-22-0724山本　紀子 山本　紀子 平23. 4. 1歯   診療所
     は新城38 新城市屋敷１７９ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3005400,039,1 ゆう歯科クリニック 〒441-1634 0536-32-2362伊藤　優子 伊藤　優子 平28.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     は新城39 新城市長篠竹田３３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3006410,017,5 井田歯科 〒477-0032 0562-34-2032井田　蔀 井田　蔀 昭48. 3. 1歯   診療所
     は東海17 東海市加木屋町南平井４６－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3007410,023,3 大西歯科医院 〒477-0037 0562-33-5531大西　邦子 大西　邦子 昭53. 8. 1歯   診療所
     は東海23 東海市高横須賀町東屋敷５４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3008410,026,6 渡辺歯科医院 〒476-0013 052-601-2251渡辺　友幸 渡辺　友幸 平16. 8.16歯   小歯 診療所
     は東海26 東海市中央町６－４７ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3009410,027,4 加木屋歯科クリニック〒477-0032 0562-34-0123早川　光司 早川　光司 平 3. 6.28歯   小歯 診療所
     は東海27 東海市加木屋町大堀４－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6.28
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 3010410,028,2 吉田歯科医院 〒476-0012 052-601-1180吉田　仁 吉田　仁 昭54. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は東海28 東海市富木島町伏見２－１５－４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3011410,032,4 やまぐち矯正歯科 〒477-0031 0562-33-1187山口　照明 山口　照明 平20. 1. 1矯歯 診療所
     は東海32 東海市大田町蟹田３６ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3012410,035,7 南イダ歯科 〒477-0032 0562-34-0505井田　孝 井田　孝 昭56. 8. 1歯   小歯 診療所
     は東海35 東海市加木屋町丸根１９－３２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3013410,036,5 ホワイト歯科クリニッ〒476-0003 052-601-8181桑原　勉 桑原　勉 昭57. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は東海36 ク 東海市荒尾町宮之川３２－２ 常　勤:    2 歯外 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3014410,038,1 河合歯科第２医院 〒477-0032 0562-34-8505河合　孝治 河合　孝治 平 5. 6. 1歯   矯歯 診療所
     は東海38 東海市加木屋町東平井２３－４４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3015410,039,9 水野歯科 〒477-0037 0562-32-0418水野　泰弘 水野　泰弘 昭59. 7. 1歯   小歯 診療所
     は東海39 東海市高横須賀町呉天石１２２－常　勤:    2 現存
     １ (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3016410,041,5 本郷歯科医院 〒477-0032 0562-33-1160早川　直義 早川　直義 昭60. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は東海41 東海市加木屋町鈴井田１２５－１常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3017410,043,1 久野歯科医院 〒477-0037 0562-32-0277久野　勝民 久野　勝民 昭63. 2. 1歯   診療所
     は東海43 東海市高横須賀町１－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3018410,044,9 寝覚歯科矯正歯科 〒476-0002 052-604-5988加古　順市 加古　順市 平13. 2.15歯   矯歯 小歯診療所
     は東海44 東海市名和町北向イ山１８－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3019410,045,6 加古歯科医院 〒477-0032 0562-34-1001加古　康 加古　康 昭63. 6. 1歯   小歯 診療所
     は東海45 東海市加木屋町柿畑１２８－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
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 3020410,046,4 ホワイト歯科東クリニ〒476-0003 052-601-8500桑原　恵子 桑原　恵子 昭64. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は東海46 ック 東海市荒尾町別出し２７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3021410,047,2 高津歯科医院 〒477-0032 0562-33-0333高津　佳彦 高津　佳彦 平元.10. 1歯   診療所
     は東海47 東海市加木屋町六反田７３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3022410,048,0 ファミール歯科 〒477-0037 0562-33-6480徐　相浩（利川和浩）徐　相浩（利川和浩）平 6. 6. 1歯   診療所
     は東海48 東海市高横須賀町浜田１１－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3023410,050,6 医療法人一会井出小児〒477-0032 0562-34-0202医療法人一会・井出小井出　憲一 平 2.11. 1歯   小歯 診療所
     は東海50 歯科 東海市加木屋町北鹿持４４－９６常　勤:    1児歯科　理事長　井出 現存
     (歯       1)　憲一 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3024410,051,4 名和歯科 〒476-0002 052-603-6164早川　薫 早川　薫 平 3.10. 1歯   小歯 診療所
     は東海51 東海市名和町東田２４－１メゾン常　勤:    1 現存
     なわ１Ｆ (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3025410,057,1 ひかり歯科 〒476-0002 052-601-2553中村　輝彦 中村　輝彦 平 6. 5. 1歯   小歯 診療所
     は東海57 東海市名和町１－６９大法ビル２常　勤:    1 新規 現存
     階 (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3026410,058,9 ふきの台歯科 〒476-0014 052-603-7747水野　修二 水野　修二 平 6. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は東海58 東海市富貴ノ台１ー２９０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3027410,062,1 村上歯科 〒476-0011 052-601-8110村上　英隆 村上　英隆 平 7.10. 1歯   小歯 診療所
     は東海62 東海市富木島町東山３４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3028410,063,9 医療法人明正会とうめ〒476-0012 052-601-1788医療法人明正会　理事栁　正洋 平 7.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東海63 い歯科 東海市富木島町伏見１ー１５ー６常　勤:    2長　栁　正洋 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3029410,064,7 西原歯科 〒476-0011 052-604-9017西原　幸治 西原　幸治 平 8.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は東海64 東海市富木島町道才１００－１　常　勤:    1 新規 現存
     豊徳ハイツ１階 (歯       1) 平29.10. 1
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 3030410,066,2 小島歯科室 〒476-0012 052-601-8001小島　利文 小島　利文 平18. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東海66 東海市富木島町伏見２－２４－１常　勤:    6 移動 歯外 現存
     ０ (歯       6) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3031410,068,8 ほんだ歯科 〒476-0011 052-689-4181本多　充 本多　充 平12. 3.31歯   小歯 診療所
     は東海68 東海市富木島町手代８１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3032410,069,6 あい歯科 〒477-0037 0562-39-2522藍　浩之 藍　浩之 平12. 9. 1歯   矯歯 歯外診療所
     は東海69 東海市高横須賀町６ー１０７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3033410,070,4 阿知波歯科医院 〒477-0034 0562-33-0456医療法人優仁会　理事阿知波　達仁 平15. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は東海70 東海市養父町２－２６ 常　勤:    3長　阿知波　達仁 組織変更 矯歯 現存
     (歯       3) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3034410,072,0 あらおデンタルクリニ〒476-0003 052-601-4618本山　武孝 本山　武孝 平17.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東海72 ック 東海市荒尾町山王前１５５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3035410,073,8 わかば歯科医院 〒476-0003 052-601-8911鈴木　和紀 鈴木　和紀 平17.12. 1歯   小歯 診療所
     は東海73 東海市荒尾町福部１４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3036410,074,6 大堀歯科クリニック 〒477-0032 0562-35-0508鳥越　慎司 鳥越　慎司 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     は東海74 東海市加木屋町論田５－１５７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3037410,076,1 さくら歯科矯正歯科 〒476-0011 052-689-4618近藤　一人 近藤　一人 平18. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東海76 東海市富木島町山中１３７－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3038410,077,9 医療法人積善会　東海〒476-0015 052-603-4618医療法人積善会　理事本田　力 平29. 8. 3歯   小歯 矯歯診療所
     は東海77 歯科 東海市東海町３－９－１０ 常　勤:    1長　石田　好美 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 8. 3
     非常勤:    2
     (歯       2)
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 3039410,078,7 きらめきデンタルクリ〒476-0002 052-601-1616医療法人きらめき　理竹内　敬輔 平27. 5.10歯   小歯 矯歯診療所
     は東海78 ニック 東海市名和町寺徳１－５ 常　勤:    5事長　竹内　敬輔 移動 現存
     (歯       5) 平27. 5.10
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3040410,079,5 杉山歯科医院 〒477-0037 0562-32-2436杉山　勝俊 杉山　勝俊 平20. 1. 1歯   小歯 診療所
     は東海79 東海市高横須賀町西岨１７－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3041410,081,1 ナオ歯科クリニック 〒477-0032 0562-34-8217早川　尚久 早川　尚久 平21. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     は東海81 東海市加木屋町仲新田４９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3042410,082,9 つかさファミリー歯科〒477-0032 0562-33-6661医療法人アイ・クオー秋田　純也 平23.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東海82 東海市加木屋町真崎７９－１ 常　勤:    1ル　理事長　射場　圭 新規 歯外 現存
     (歯       1)司 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3043410,083,7 河合歯科第３医院 〒477-0031 0562-32-0332河合　孝輔 河合　孝輔 平24.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は東海83 東海市大田町汐田９７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3044410,085,2 もりもと歯科　東海 〒476-0002 052-601-6011医療法人ＡＱＵＡ　理藤村　佳樹 平25. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東海85 東海市名和町南廻間３２－１ 常　勤:    1事長　森本　敬太 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3045410,087,8 木村慎吾歯科クリニッ〒476-0013 0562-33-8704医療法人白和会　理事李　建樹（木村慎吾）平25. 4. 1歯   矯歯 歯外診療所
     は東海87 ク 東海市中央町７－２６ 常　勤:    1長　木村　慎吾 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3046410,088,6 わたうち歯科 〒476-0003 052-604-7901遠山　元博 遠山　元博 平25. 6. 1歯   小歯 診療所
     は東海88 東海市荒尾町寿鎌７１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3047410,089,4 はな歯科 〒477-0032 0562-36-0087趙　完濟（中川完濟）趙　完濟（中川完濟）平26. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は東海89 東海市加木屋町石田７３－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3048410,093,6 早川歯科医院 〒477-0032 0562-34-6418早川　基樹 早川　基樹 平26.10. 1歯   小歯 診療所
     は東海93 東海市加木屋町柿畑８８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3049410,094,4 はるのり歯科 〒477-0037 0562-39-4180加古　陽里 加古　陽里 平26.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     は東海94 東海市高横須賀町５－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3050410,095,1 太田川駅前デンタルク〒477-0031 0562-85-9181三井　雅登 三井　雅登 平27. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東海95 リニック 東海市大田町下浜田１０２－１ラ常　勤:    2 新規 歯外 現存
     スパ太田川南館１階 (歯       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3051410,096,9 じんの歯科こども歯科〒476-0011 052-689-4182医療法人敬心会　理事神野　悟史 平28. 9. 1歯   小歯 診療所
     は東海96 東海市富木島町前田面７９－２ 常　勤:    1長　神野　悟史 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3052410,097,7 だいすけ歯科クリニッ〒477-0031 0562-57-0050井上　大輔 井上　大輔 平28.11. 1歯   小歯 診療所
     は東海97 ク 東海市大田町細田１１１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3053410,098,5 いのうえ歯科クリニッ〒477-0032 0562-85-3850医療法人　好貴会　理井上　貴詞 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は東海98 ク 東海市加木屋町２－２２４－１ 常　勤:    2事長　井上　貴詞 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3054410,099,3 こうの歯科・矯正歯科〒476-0003 052-746-5666河野　通博 河野　通博 平29. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は東海99 クリニック 東海市荒尾町二本木１００ 新規 現存
     平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3055410,100,9 太田川矯正歯科クリニ〒477-0031 0562-85-6850医療法人ＴＨ　代表理藪本　貴洋 平30. 4. 3矯歯 診療所
     は東海100 ック 東海市大田町前田１８ 常　勤:    1事　藪本　貴洋 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 4. 3
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3056420,005,8 丹羽歯科医院 〒474-0074 0562-46-0053丹羽　弘子 丹羽　弘子 昭39. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は大府5 大府市共栄町８－１－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3057420,006,6 佐藤歯科医院 〒474-0027 0562-46-0501佐藤　克也 佐藤　克也 昭42. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は大府6 大府市追分町３－３０ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3058420,011,6 宮田歯科医院 〒474-0023 0562-48-1136宮田　隆夫 宮田　隆夫 昭49. 9. 1歯   診療所
     は大府11 大府市大東町１－３３４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3059420,015,7 斎藤歯科医院 〒474-0025 0562-47-3521斎藤　義憲 斎藤　義憲 平 4. 1. 6歯   小歯 診療所
     は大府15 大府市中央町４－２５２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 6
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3060420,017,3 日高歯科医院 〒474-0036 0562-47-2000日高　保夫 日高　保夫 昭54. 9. 1歯   診療所
     は大府17 大府市月見町５－２５６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3061420,018,1 三宅歯科医院 〒474-0025 0562-48-0124三宅　一壽 三宅　一壽 昭54.12. 1歯   小歯 診療所
     は大府18 大府市中央町７－３５０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3062420,020,7 きんばら歯科 〒474-0027 0562-47-8833金原　匡志 金原　匡志 平元.10.28歯   小歯 矯歯診療所
     は大府20 大府市追分町１－２０３－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28.10.28
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3063420,022,3 松下歯科医院 〒474-0056 0562-47-8300松下　至宏 松下　至宏 平19. 8.20歯   小歯 矯歯診療所
     は大府22 大府市明成町１－１２９ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 8.20
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3064420,023,1 セイダ歯科医院 〒474-0011 0562-46-1103清田　昌憲 清田　昌憲 昭59. 7. 1歯   診療所
     は大府23 大府市横根町前田７９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3065420,024,9 小木曽歯科医院 〒474-0073 052-46-2171 小木曽　力 小木曽　力 昭59. 8. 1歯   小歯 診療所
     は大府24 大府市東新町１－１８８－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
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 3066420,028,0 くまがい歯科 〒474-0035 0562-48-7070熊谷　友良 熊谷　友良 平 2. 3. 1歯   診療所
     は大府28 大府市江端町２－２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3067420,029,8 内藤歯科 〒474-0035 0562-48-6480内藤　講一 内藤　講一 平 2. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     は大府29 大府市江端町３－１０ 常　勤:    1 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3068420,031,4 ヒロセ歯科医院 〒474-0035 0562-46-9800広瀬　隆資 広瀬　隆資 平 2. 7. 1歯   小歯 診療所
     は大府31 大府市江端町４－５３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3069420,035,5 荻須歯科医院 〒474-0038 0562-48-8558萩須　政宏 荻須　政宏 平 3. 8. 1歯   診療所
     は大府35 大府市森岡町４－８１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3070420,038,9 仲尾歯科 〒474-0048 0562-46-5566仲尾　善子 仲尾　善子 平 4. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は大府38 大府市吉田町３－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3071420,041,3 近藤歯科医院 〒474-0074 0562-47-3343近藤　和彦 近藤　和彦 平 6. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     は大府41 大府市共栄町８－４－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3072420,044,7 岡本歯科医院 〒474-0073 0562-44-7677岡本　修 岡本　修 平 9. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は大府44 大府市東新町１－２４８共和不動常　勤:    1 新規 現存
     産ビル北館２階 (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3073420,045,4 阿部歯科 〒474-0051 0562-48-3300阿部　俊之 阿部　俊之 平10. 6. 1歯   診療所
     は大府45 大府市大府町長根１０－１９１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3074420,046,2 しもむら歯科医院 〒474-0042 0562-48-8241下村　辰雄 下村　辰雄 平11. 3. 1歯   小歯 診療所
     は大府46 大府市高丘町３－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3075420,047,0 明成歯科医院 〒474-0056 0562-45-1188川尻　勝彦 川尻　勝彦 平11. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は大府47 大府市明成町２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3076420,048,8 矯正歯科伴クリニック〒474-0036 0562-45-0802医療法人バンビ会　理伴　美津枝 平12. 1. 1矯歯 診療所
     は大府48 大府市月見町３－８８ 常　勤:    1事長　伴　美津枝 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
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 3077420,049,6 大府敬愛歯科 〒474-0072 0562-45-4545加藤　丈雅 加藤　丈雅 平13. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     (421,049,9) 大府市北山町１－１－１ 常　勤:    1 新規 内   現存
     は大府49 (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       2)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3078420,050,4 おおぶファミリー歯科〒474-0026 0562-46-9809加藤　勝朗 加藤　勝朗 平18. 2. 1歯   小歯 診療所
     は大府50 大府市桃山町５－２００ザ・リレ常　勤:    1 交代 現存
     ーションビル３階 (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3079420,051,2 たなか歯科医院 〒474-0046 0562-47-1055医療法人たなか歯科医田中　渉 平19. 7. 1歯   小歯 診療所
     は大府51 大府市吉川町２－２３－２ 常　勤:    1院　理事長　田中　渉 組織変更 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3080420,052,0 こころ歯科クリニック〒474-0038 0562-44-2111畑　伸二郎 畑　伸二郎 平19. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は大府52 大府市森岡町１－１８７ 常　勤:    4 新規 矯歯 現存
     (歯       4) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3081420,054,6 森デンタルクリニック〒474-0027 0562-47-4182森　順嗣 森　順嗣 平20.11. 1歯   小歯 診療所
     は大府54 大府市追分町６－３９０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3082420,055,3 小林歯科クリニック 〒474-0056 0562-48-3113小林　謙介 小林　謙介 平22. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は大府55 大府市明成町３－５６－１ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3083420,056,1 ひいらぎやまキッズデ〒474-0053 0562-48-1817青山　哲也 青山　哲也 平23. 1. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     は大府56 ンタルクリニック 大府市柊山町１－１７５－１リソ常　勤:    1 新規 現存
     ラ大府クリニックモール２階 (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3084420,057,9 もも歯科 〒474-0011 0562-85-2529桃沢　匡 桃沢　匡 平25. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は大府57 大府市横根町狐山１３４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3085420,058,7 本山歯科医院 〒474-0025 0562-46-9551医療法人優寿会　理事吉原　健太郎 平25.11. 1歯   小歯 診療所
     は大府58 大府市中央町６－７３ファミーユ常　勤:    2長　竹内　俊充 新規 現存
     おおぶ１階 (歯       2) 平25.11. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3086420,059,5 たなべ歯科クリニック〒474-0061 0562-38-6666田邉　賢作 田邉　賢作 平26. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は大府59 大府市共和町４－１６０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3087420,061,1 ばんの歯科医院 〒474-0055 0562-46-8282坂野　正實 坂野　正實 平26.12.31歯   小歯 診療所
     は大府61 大府市一屋町４－１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26.12.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3088420,062,9 ふみファミリー歯科 〒474-0071 0562-77-2724大野　ふみ 大野　ふみ 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は大府62 大府市梶田町３－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3089420,063,7 大府歯科クリニック 〒474-0025 0562-48-1686 田　智洋 田　智洋 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は大府63 大府市中央町３－９０ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3090420,064,5 むつデンタルクリニッ〒474-0053 0562-45-4848医療法人雄睦会　理事鈴木　睦人 平29. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は大府64 ク 大府市柊山町３－１７１－１ 常　勤:    1長　鈴木　睦人 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3091420,065,2 かわはら歯科矯正歯科〒474-0057 0562-57-0184河原　有喜 河原　有喜 平29. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は大府65 大府市共和町末広３－１９ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3092420,067,8 寺田歯科医院 〒474-0011 0562-47-0777医療法人寺田会　理事寺田　諭 平29. 6. 1歯   診療所
     は大府67 大府市横根町名高山２４ 常　勤:    2長　寺田　諭 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3093430,001,5 永井歯科医院 〒478-0017 0562-55-3520永井　亨 永井　亨 昭37.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知多市1 知多市新知下森２７ 常　勤:    1 歯外 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3094430,007,2 河村歯科医院 〒478-0012 0562-34-8286河村　勝之 河村　勝之 昭40.11. 1歯   小歯 診療所
     は知多市7 知多市巽が丘２ー２７１ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3095430,011,4 服部歯科医院 〒478-0012 0562-34-3760服部　貞夫 服部　貞夫 昭51. 5. 1歯   小歯 診療所
     は知多市11 知多市巽が丘２－１６６ 常　勤:    1 休止
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3096430,012,2 やまもと歯科医院 〒478-0054 0562-55-5875山本　万寿男 山本　万寿男 昭51.11. 1歯   診療所
     は知多市12 知多市つつじが丘１－１６－１４常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3097430,013,0 村上歯科医院 〒478-0035 0569-43-3132村上　茂登 村上　茂登 昭52. 3. 1歯   診療所
     は知多市13 知多市大草大瀬９－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3098430,016,3 さいだ歯科医院 〒478-0054 0562-56-0160齋田　安伸 齋田　安伸 昭56. 4. 1歯   小歯 診療所
     は知多市16 知多市つつじが丘４－２１－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3099430,019,7 矢永歯科医院 〒478-0001 0562-33-0555矢永　武徳 矢永　武徳 平14. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知多市19 知多市八幡前田５１－１ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3100430,020,5 森田歯科医院 〒478-0017 0562-55-2518森田　松郎 森田　松郎 昭58.11. 1歯   診療所
     は知多市20 知多市新知美濃川１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3101430,021,3 山口歯科医院 〒478-0001 0562-33-1088山口　幸治 山口　幸治 昭59. 7. 1歯   矯歯 診療所
     は知多市21 知多市八幡字東水代８６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3102430,023,9 ごんだ歯科医院 〒478-0012 0562-34-5973権田　幸治 権田　幸治 平25. 4. 1歯   小歯 診療所
     は知多市23 知多市巽が丘２－４３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［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   323 頁

 3103430,025,4 松田歯科医院 〒478-0021 0562-55-3285松田　光義 松田　光義 昭60. 9.21歯   小歯 診療所
     は知多市25 知多市岡田開戸１０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3104430,026,2 亀井歯科 〒478-0055 0562-55-8266亀井　晃 亀井　晃 昭60.11. 1歯   小歯 診療所
     は知多市26 知多市にしの台４－２１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3105430,028,8 シンデン歯科 〒478-0011 0562-34-1188早川　保久 早川　保久 昭62. 1. 1歯   小歯 診療所
     は知多市28 知多市原１－９－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3106430,030,4 加藤歯科医院 〒478-0001 0562-32-0721加藤　イツ子 加藤　イツ子 平元. 4. 1歯   診療所
     は知多市30 知多市八幡小根１３２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3107430,031,2 竹内歯科医院 〒478-0021 0562-55-0006竹内　信彦 竹内　信彦 平元. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知多市31 知多市岡田字野崎３３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3108430,032,0 清則歯科 〒478-0041 0562-56-1280竹内　清則 竹内　清則 平元. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知多市32 知多市日長字赤坂８６－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3109430,033,8 日長台歯科医院 〒478-0041 0562-56-1119見田　正夫 見田　正夫 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     は知多市33 知多市日長高峯脇１－１０５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3110430,039,5 医療法人沙羅加古歯科〒478-0053 0562-33-4180医療法人沙羅　理事長加古　美裕 平 6. 1. 1歯   小歯 診療所
     は知多市39 医院 知多市清水が丘１－１８０１ 常　勤:    4　加古　美裕 組織変更 現存
     (歯       4) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3111430,040,3 鈴木歯科クリニック 〒478-0055 0562-55-2444鈴木　亨一 鈴木　亨一 平 6. 4. 1歯   診療所
     は知多市40 知多市にしの台１－２９０２－７常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3112430,041,1 中部デンタルクリニッ〒478-0001 0562-33-8199遠藤　秀典 遠藤　秀典 平16. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知多市41 ク 知多市八幡字堀之内１１０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3113430,043,7 ナガイセントラル歯科〒478-0017 0562-56-8211永井　昭吾 永井　昭吾 平12. 9. 1歯   矯歯 歯外診療所
     は知多市43 知多市新知永井８３－２ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3114430,044,5 にしかわデンタルクリ〒478-0051 0562-39-4182西川　功一 西川　功一 平12.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知多市44 ニック 知多市朝倉町１３４－２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3115430,045,2 医療法人皆川歯科医院〒478-0023 0569-43-5280医療法人皆川歯科医院皆川　象洋 平13.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知多市45 知多市南粕谷東坂１－２２７ 常　勤:    1　理事長　皆川　象洋 組織変更 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3116430,046,0 永田歯科クリニック 〒478-0036 0569-42-6480永田　雄次 永田　雄次 平14. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知多市46 知多市新舞子明知山１０２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3117430,047,8 たつみがおか歯科 〒478-0012 0562-35-5300服部　輝代子 服部　輝代子 平14. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は知多市47 知多市巽が丘４－１３２ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3118430,048,6 生協ひまわり歯科 〒478-0065 0562-54-3718南医療生活協同組合　佐伯　恵 平14. 6. 1歯   小歯 診療所
     は知多市48 知多市新知東町２－１７－１０ 常　勤:    1代表理事　成瀬　幸雄 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3119430,050,2 ゆう歯科クリニック 〒478-0001 0562-33-0151蜷川　斉 蜷川　斉 平18. 6. 1歯   小歯 診療所
     は知多市50 知多市八幡字筒岡１５－１ＡＭＩ常　勤:    1 新規 現存
     ＴＹ愛一ビル２階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3120430,051,0 門井歯科医院 〒478-0017 0562-55-4312門井　基多 門井　基多 平20. 4. 6歯   小歯 矯歯診療所
     は知多市51 知多市新知脇島６４－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3121430,052,8 新舞子歯科 〒478-0035 0569-44-4618医療法人新舞子歯科　森　昭親 平22. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知多市52 知多市大草大瀬８－１３３ 常　勤:    1理事長　森　昭親 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3122430,053,6 小西歯科医院 〒478-0055 0562-56-3445医療法人小西歯科医院小西　英久 平23. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知多市53 知多市にしの台４－１３－１０ 常　勤:    1　理事長　小西　英久 組織変更 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3123430,054,4 医療法人　森緑会　小〒478-0017 0562-33-5611医療法人森緑会　理事小森　真吾 平24.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知多市54 森歯科医院 知多市新知樋之口７１－１ 常　勤:    3長　小森　真吾 組織変更 現存
     (歯       3) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3124430,055,1 わにべ　デンタルクリ〒478-0065 0562-38-6264鰐部　春昌 鰐部　春昌 平26. 6. 1歯   小歯 診療所
     は知多市55 ニック 知多市新知東町３－４１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3125430,056,9 尾之内歯科医院 〒478-0036 0569-42-0257医療法人尾之内歯科医尾之内　茂樹 平28.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知多市56 知多市新舞子南西田２５－１ 常　勤:    2院　理事長　尾之内　 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)茂樹 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3126430,057,7 ちた中村歯科 〒478-0024 0569-43-5270中村　裕一郎 中村　裕一郎 平30. 3. 1歯   歯外 小歯診療所
     は知多市57 知多市南粕谷３－９－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3127430,058,5 おひさま歯科・こども〒478-0031 0569-43-4618松本　崇 松本　崇 平30. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知多市58 歯科 知多市旭６－４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3128440,007,0 伊藤歯科医院 〒472-0034 0566-82-0055伊藤　武 伊藤　武 昭45. 1. 1歯   診療所
     は知立7 知立市弘栄２－２６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3129440,008,8 永田歯科医院 〒472-0055 0566-82-3660永田　英生 永田　英生 昭49. 8. 1歯   診療所
     は知立8 知立市鳥居１－１０－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3130440,013,8 とりい歯科医院 〒472-0025 0566-82-5306鳥居　克行 鳥居　克行 昭51. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知立13 知立市池端２－２６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3131440,014,6 南陽歯科医院 〒472-0036 0566-82-8161加藤　侑 加藤　侑 昭51. 9. 1歯   診療所
     は知立14 知立市堀切３－２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3132440,021,1 中根歯科医院 〒472-0042 0566-82-5678中根　康夫 中根　康夫 昭58. 4. 1歯   小歯 診療所
     は知立21 知立市内幸町加藤７４－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3133440,023,7 多田歯科医院 〒472-0007 0566-83-2341多田　智 多田　智 昭59. 2. 1歯   小歯 診療所
     は知立23 知立市牛田町裏新切３１－２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3134440,026,0 くめの歯科 〒472-0014 0566-83-1184粂野　勇二 粂野　勇二 昭62. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知立26 知立市谷田町西１－３－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3135440,027,8 杉浦歯科医院 〒472-0032 0566-81-1111杉浦　正人 杉浦　正人 昭62. 8. 7歯   小歯 診療所
     は知立27 知立市中山町中山１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3136440,029,4 山田歯科医院 〒472-0022 0566-82-6523山田　哲也 山田　哲也 平元.10. 1歯   小歯 診療所
     は知立29 知立市山屋敷町山鼻１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3137440,032,8 医療法人博眞会小塩歯〒472-0006 0566-82-1811医療法人博眞会　理事花井　光造 平 3. 7. 1歯   診療所
     は知立32 科医院 知立市山町中畑１５－１ 常　勤:    1長　花井　光造 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3138440,034,4 磯貝歯科医院　知立診〒472-0036 0566-81-3017医療法人磯貝歯科医院磯貝　太洋 平10.10. 1歯   小歯 診療所
     は知立34 療所 知立市堀切２－４－１磯貝ビル４常　勤:    1　理事長　磯貝　一己 組織変更 現存
     階 (歯       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3139440,035,1 医療法人竹内歯科医院〒472-0001 0566-81-0773医療法人竹内歯科医院竹内　博之 平11. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知立35 知立市八橋町的場１２９ 常　勤:    3　理事長　竹内　博之 組織変更 歯外 現存
     (歯       3) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3140440,036,9 はるた歯科 〒472-0002 0566-84-0808春田　昌吾 春田　昌吾 平12. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知立36 知立市来迎寺町広海道２７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
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 3141440,039,3 ひらまつ歯科医院 〒472-0054 0566-82-0418平松　数彦 平松　数彦 平13. 6. 1歯   小歯 診療所
     は知立39 知立市東上重原５－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3142440,040,1 おおみ歯科 〒472-0053 0566-84-5777大見　大輔 大見　大輔 平13. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知立40 知立市南新地３－８－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3143440,043,5 たなか歯科 〒472-0044 0566-84-4888田中　孝治 田中　孝治 平15. 5. 1歯   小歯 診療所
     は知立43 知立市広見２－４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3144440,045,0 グレイスデンタルクリ〒472-0027 0566-81-8580文　玉俊（文田　雄二文玉俊　（文田雄二）平15. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知立45 ニック 知立市西丘町西丘８２－１ 常　勤:    1） 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3145440,046,8 シン歯科クリニック 〒472-0004 0566-82-6471医療法人豊人会　理事遠藤　伸一 平16. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     は知立46 知立市南陽１－１９４－２ 常　勤:    3長　遠藤　伸一 組織変更 矯歯 現存
     (歯       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3146440,047,6 オカダ歯科クリニック〒472-0058 0566-84-3113医療法人オカダ歯科ク岡田　実 平17. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知立47 知立市上重原２－６５ 常　勤:    2リニック　理事長　岡 組織変更 歯外 現存
     (歯       2)田　実 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3147440,048,4 医療法人篤美会　野村〒472-0042 0566-83-0138医療法人篤美会　理事野村　篤 平18. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     は知立48 歯科 知立市内幸町平田１８－４ 常　勤:    1長　野村　篤 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3148440,050,0 三河ふれあい歯科 〒472-0013 0566-81-4815水野　透 水野　透 平20. 5. 1歯   小歯 診療所
     は知立50 知立市谷田町川岸２６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3149440,051,8 いまむら歯科矯正歯科〒472-0011 0566-81-0418今村　文雄 今村　文雄 平20.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知立51 知立市昭和９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3150440,052,6 こんどうファミリー歯〒472-0017 0566-84-4618医療法人すまいるファ近藤　由幸 平29.12. 4歯   小歯 矯歯診療所
     は知立52 科 知立市新林町本林６８－１ 常　勤:    8ミリー歯科　理事長　 移動 現存
     (歯       8)近藤　由幸 平29.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3151440,053,4 医療法人社団　大栄会〒472-0025 0566-81-8655医療法人社団大栄会　湯地　章雄 平29. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     は知立53 　知立デンタルクリニ知立市池端３－１－１ヨツヤビル常　勤:    1理事長　清水　睦博 移動 現存
     ック １０３ (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3152440,054,2 いとう歯科医院 〒472-0005 0566-84-3210伊藤　正満 伊藤　正満 平23. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知立54 知立市新池３－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3153440,055,9 歯科知立駅前クリニッ〒472-0037 0566-82-6711栁本　紳二郎 栁本　紳二郎 平23. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知立55 ク 知立市栄２－１２亀楽ビル１階 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3154440,056,7 ちりゅう京極歯科 〒472-0025 0566-82-5030久田　邦博 久田　邦博 平23. 3.26歯   歯外 小歯診療所
     は知立56 知立市池端３－７３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3155440,057,5 弘法すぎうら歯科 〒472-0046 0566-82-5225杉浦　進介 杉浦　進介 平28. 5. 1歯   歯外 小歯診療所
     は知立57 知立市弘法町小針下４－７ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3156440,058,3 知立加藤歯科 〒472-0033 0566-81-0245加藤　寿太郎 加藤　寿太郎 平28.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知立58 知立市中町中２３－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3157440,059,1 八ツ田ファミリー歯科〒472-0012 0566-83-5550医療法人社団歯英会　片岡　尚一 平30. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     は知立59 医院 知立市八ツ田町１－２－１ 常　勤:    1理事長　東　正史 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3158450,008,5 西尾歯科 〒488-0011 0561-54-6331西尾　輝久 西尾　輝久 昭51. 5. 1歯   小歯 診療所
     は尾張旭8 尾張旭市東栄町３－２－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3159450,013,5 本地ケ原歯科 〒488-0043 0561-54-3926谷口　昌美 谷口　昌美 昭54. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     は尾張旭13 尾張旭市北本地ケ原町１－５４ 常　勤:    3 矯歯 現存
     (歯       3) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3160450,015,0 壷井歯科 〒488-0073 0561-54-6009壷井　宣徳 壷井　宣徳 昭56. 3. 1歯   診療所
     は尾張旭15 尾張旭市新居町上の田２８８１－常　勤:    1 現存
     ５ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3161450,016,8 荒川歯科 〒488-0011 0561-54-8148荒川　比呂史 荒川　比呂史 昭56.12. 1歯   診療所
     は尾張旭16 尾張旭市東栄町２－７－２２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3162450,019,2 太田歯科 〒488-0024 0561-54-1182太田　一男 太田　一男 昭59. 6. 1歯   診療所
     は尾張旭19 尾張旭市井田町１－７４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3163450,022,6 柴田歯科医院 〒488-0033 0561-54-2234柴田　鋭雄 柴田　鋭雄 昭61. 8. 1歯   小歯 診療所
     は尾張旭22 尾張旭市東本地ケ原町３－９７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3164450,023,4 松原歯科医院 〒488-0801 0561-52-0888松原　永知 松原　永知 平10. 3. 1歯   診療所
     は尾張旭23 尾張旭市東大道町原田２５２５ア常　勤:    1 移動 現存
     スカ３階 (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3165450,024,2 ひらこ歯科 〒488-0872 0561-52-1018加藤　哲男 加藤　哲男 昭62. 8. 1歯   診療所
     は尾張旭24 尾張旭市平子町長池上６３９０－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3166450,025,9 山田歯科医院 〒488-0044 0561-52-1448山田　響介 山田　響介 平 8.10.26歯   矯歯 小歯診療所
     は尾張旭25 尾張旭市南本地ケ原町３－１２６常　勤:    1 移動 現存
     －２ (歯       1) 平29.10.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3167450,026,7 ちば歯科診療室 〒488-0858 0561-52-2418千馬　満生 千馬　満生 昭63. 3. 1歯   診療所
     は尾張旭26 尾張旭市白鳳町２－１０２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3168450,029,1 おがわ歯科医院 〒488-0818 0561-53-8148小川　次郎 小川　次郎 平 3. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は尾張旭29 尾張旭市向町１－１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 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

［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   330 頁

 3169450,033,3 どんぐり歯科診療所 〒488-0044 0561-52-8887山崎　雅弘 山崎　雅弘 平 6. 4. 1歯   小歯 診療所
     は尾張旭33 尾張旭市南本地ケ原町２－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3170450,035,8 ずいほう歯科 〒488-0825 052-777-8021森下　敏光 森下　敏光 平 7. 2. 1歯   小歯 診療所
     は尾張旭35 尾張旭市東山町２－１４－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3171450,040,8 はやし歯科 〒488-0074 0561-55-0884林　雅弘 林　雅弘 平 8. 5. 1歯   小歯 診療所
     は尾張旭40 尾張旭市新居町明才切４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3172450,041,6 コザコ歯科医院 〒488-0022 0561-51-1234古峪　秀樹 古峪　秀樹 平 8. 5. 1歯   小歯 診療所
     は尾張旭41 尾張旭市狩宿新町１－９４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3173450,045,7 かに歯科医院 〒488-0826 052-776-5670可児　寿英 可児　寿英 平 9. 9. 1歯   小歯 診療所
     は尾張旭45 尾張旭市大塚町１－１３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3174450,046,5 月村歯科クリニック 〒488-0015 0561-51-1884月村　雅史 月村　雅史 平 9.11. 1歯   診療所
     は尾張旭46 尾張旭市三郷町栄３－１プレミー常　勤:    1 新規 現存
     ル三郷２階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3175450,047,3 ますい歯科 〒488-0066 0561-54-9779増井　丈人 増井　丈人 平11. 2. 1歯   小歯 診療所
     は尾張旭47 尾張旭市南原山町赤土２６６－６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3176450,048,1 さかた歯科 〒488-0859 0561-54-8844坂田　知正 坂田　知正 平11. 6. 1歯   歯外 小歯診療所
     は尾張旭48 尾張旭市桜ケ丘町１－５１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3177450,049,9 犬飼歯科 〒488-0840 0561-51-4182犬飼　由朗 犬飼　由朗 平12.10. 1歯   小歯 診療所
     は尾張旭49 尾張旭市印場元町１－１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3178450,050,7 いんば歯科医院 〒488-0841 0561-53-8241堤　知宏 堤　知宏 平12.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は尾張旭50 尾張旭市印場元町北山４４０５－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3179450,051,5 あしざわ矯正歯科 〒488-0826 052-774-3888芦澤　雄二 芦澤　雄二 平14. 4. 1矯歯 診療所
     は尾張旭51 尾張旭市大塚町２－６－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
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 3180450,052,3 てるてる歯科 〒488-0855 0561-55-2218浅井　輝信 浅井　輝信 平14. 9. 1歯   小歯 診療所
     は尾張旭52 尾張旭市旭前町５－７－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3181450,053,1 尾張旭歯科クリニック〒488-0804 0561-55-5555玉井　量善 玉井　量善 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     は尾張旭53 尾張旭市西の野町３－１０４－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3182450,054,9 谷口歯科クリニック 〒488-0014 0561-53-2705谷口　憲正 谷口　憲正 平15. 4. 1歯外 歯   小歯診療所
     は尾張旭54 尾張旭市三郷町中井田７４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3183450,057,2 あさい歯科クリニック〒488-0840 0561-56-6480浅井　英匡 浅井　英匡 平18. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は尾張旭57 尾張旭市印場元町５－３－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3184450,058,0 日比野歯科クリニック〒488-0011 0561-54-8585日比野　清敏 日比野　清敏 平18.11. 1歯   小歯 診療所
     は尾張旭58 尾張旭市東栄町１－８－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3185450,060,6 芽吹ファミリー歯科 〒488-0043 0561-54-6611吉田　良成 吉田　良成 平19. 5. 1小歯 歯   診療所
     は尾張旭60 尾張旭市北本地ケ原町２－７７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3186450,061,4 れい歯科クリニック 〒488-0832 0561-55-5777濱口　礼 濱口　礼 平19. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は尾張旭61 尾張旭市東印場町一里山３３３５常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3187450,062,2 エムブランデンタル 〒488-0021 0561-52-8822松岡　芳寛 松岡　芳寛 平19. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は尾張旭62 尾張旭市狩宿町４－４１－１横地常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (歯       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3188450,063,0 はるおか歯科 〒488-0043 0561-55-3955清水　大輔 清水　大輔 平20. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は尾張旭63 尾張旭市北本地ケ原町４－５ 常　勤:    2 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3189450,064,8 長澤歯科 〒488-0826 052-774-3784長澤　正典 長澤　正典 平20. 8. 2歯   小歯 歯外診療所
     は尾張旭64 尾張旭市大塚町１－１－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平26. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3190450,065,5 小島歯科 〒488-0072 0561-54-4181小島　章裕 小島　章裕 平20.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は尾張旭65 尾張旭市北原山土地区画整理事業常　勤:    1 新規 現存
     内３街区８バロー城山店２階 (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3191450,066,3 ひまわり歯科クリニッ〒488-0043 0561-76-3440佐藤　要介 佐藤　要介 平21. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は尾張旭66 ク 尾張旭市北本地ケ原町２－１３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3192450,067,1 しろまえ歯科 〒488-0818 0561-51-2100医療法人しろまえ歯科柴田　浩二 平21.10. 1歯   小歯 診療所
     は尾張旭67 尾張旭市向町３－１－１ 常　勤:    1　理事長　柴田　浩二 組織変更 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3193450,068,9 きたやま歯科クリニッ〒488-0056 0561-55-4182谷口　伸尚 谷口　伸尚 平22. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     は尾張旭68 ク 尾張旭市北山町北山３５８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3194450,069,7 ＩＳ　Ｄｅｎｔａｌ　〒488-0063 0561-76-9990一本木　真也 一本木　真也 平24. 1. 1歯   歯外 小歯診療所
     は尾張旭69 Ｃａｒｅ 尾張旭市北原山町陀摩屋敷２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3195450,070,5 オリオン歯科 〒488-0861 0561-76-0018木村　将之 木村　将之 平24. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は尾張旭70 尾張旭市城前町１－１１－１８ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3196450,072,1 しばた歯科・矯正歯科〒488-0839 0561-51-4618柴田　敬介 柴田　敬介 平24. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は尾張旭72 尾張旭市渋川町２－１５－１ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3197450,073,9 髙橋歯科医院 〒488-0845 052-799-2002医療法人Ｃｏｕ　理事髙橋　一弘 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     は尾張旭73 尾張旭市霞ケ丘町南１１３ 常　勤:    1長　髙橋　一弘 移動 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3198450,074,7 前原デンタルクリニッ〒488-0011 0561-54-8046医療法人雙育会　理事前原　聡 昭63.11. 1歯   小歯 診療所
     は尾張旭74 ク 尾張旭市東栄町１－１０－１９ 常　勤:    1長　前原　聡 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3199450,075,4 てらお歯科クリニック〒488-0072 0561-52-1188寺尾　陽一 寺尾　陽一 平25. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は尾張旭75 尾張旭市新居町諏訪南１２９５－常　勤:    1 新規 歯外 現存
     １ (歯       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3200450,076,2 桜歯科 〒488-0830 0561-42-8800宮田　也寸紘 宮田　也寸紘 平26. 5. 1歯   診療所
     は尾張旭76 尾張旭市東印場町１－１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3201450,078,8 ナガイ歯科 〒488-0815 0561-54-5511医療法人スリーワイ　永井　伸頼 平26. 7. 1歯   小歯 診療所
     は尾張旭78 尾張旭市西大道町六兵衛前３９１常　勤:    1理事長　永井　伸頼 組織変更 現存
     １ (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3202450,079,6 うりすクリニック 〒488-0016 0561-51-1020宇理須　広太郎 宇理須　広太郎 平28. 3. 1歯   アレ 小  診療所
     (451,079,9) 尾張旭市三郷町陶栄３ 常　勤:    3 新規 現存
     は尾張旭79 (医       1) 平28. 3. 1
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3203450,080,4 おおぞら歯科・口腔外〒488-0855 0561-53-2637大村　元伸 大村　元伸 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は尾張旭80 科 尾張旭市旭前町５－７－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3204460,005,9 杉浦歯科医院 〒444-1336 0566-52-5000杉浦　圭介 杉浦　圭介 昭55.10. 1歯   診療所
     は高浜5 高浜市呉竹町１－７－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3205460,006,7 森歯科医院 〒444-1325 0566-52-0888森　政之 森　政之 昭56. 9. 1歯   診療所
     は高浜6 高浜市青木町９－６－６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3206460,009,1 医療法人昭正会鈴木歯〒444-1325 0566-53-0761医療法人昭正会鈴木歯鈴木　正 平 2. 7. 1歯   診療所
     は高浜9 科医院 高浜市青木町７－５－２１ 常　勤:    2科医院　理事長　鈴木 現存
     (歯       2)　正 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3207460,010,9 稲垣歯科医院 〒444-1321 0566-52-5611稲垣　康彦 稲垣　康彦 平 3. 7. 1歯   小歯 診療所
     は高浜10 高浜市稗田町１－６－９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3208460,011,7 ユヤマデンタルオフィ〒444-1332 0566-54-0007三浦　茂樹 三浦　茂樹 平 4. 6. 1歯   小歯 診療所
     は高浜11 ス 高浜市湯山町４－１－１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3209460,012,5 かじかわ歯科 〒444-1332 0566-52-6456梶川　郁雄 梶川　郁雄 平 5. 3. 1歯   診療所
     は高浜12 高浜市湯山町６－１－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3210460,014,1 港デンタルクリニック〒444-1322 0566-52-6666医療法人エヌアール　中村　さと子 平 8. 1. 1歯   矯歯 診療所
     は高浜14 高浜市二池町１－２－３５ 常　勤:    3理事長　中村　さと子 組織変更 現存
     (歯       3) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3211460,015,8 キララ歯科 〒444-1305 0566-54-5454加藤　正雄 加藤　正雄 平13.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は高浜15 高浜市神明町８－１３－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3212460,017,4 かとう歯科クリニック〒444-1331 0566-54-4488加藤　雅民 加藤　雅民 平15.12. 1歯   歯外 小歯診療所
     は高浜17 高浜市屋敷町４－２－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3213460,018,2 グリーン歯科 〒444-1331 0566-53-1515加藤　林太郎 加藤　林太郎 平20. 4. 1歯   小歯 診療所
     は高浜18 高浜市屋敷町２－２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3214460,021,6 森田歯科医院 〒444-1333 0566-52-2336森田　卓寛 森田　卓寛 平23. 6.19歯   小歯 歯外診療所
     は高浜21 高浜市沢渡町５－５－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 6.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3215460,022,4 しずま歯科クリニック〒444-1333 0566-91-8838静間　康之 静間　康之 平26. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は高浜22 高浜市沢渡町３－３－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3216460,023,2 おかべ歯科眼科クリニ〒444-1313 0566-52-7775医療法人ＭＪＳ　理事岡部　光邦 平28. 7. 1歯   歯外 矯歯診療所
     (461,023,5) ック 高浜市向山町５－９－７０ 常　勤:    2長　岡部　光邦 組織変更 小歯 眼   現存
     は高浜23 (医       1) 平28. 7. 1
     (歯       1)
     非常勤:    5
     (医       1)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3217460,024,0 いづかファミリー歯科〒444-1305 0566-95-0303猪塚　研 猪塚　研 平29. 3. 1歯   小歯 診療所
     は高浜24 高浜市神明町１－２－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
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 3218470,007,3 寺澤歯科 〒482-0022 0587-66-5508寺澤　俊明 寺澤　俊明 昭50. 2. 1歯   小歯 診療所
     は岩倉7 岩倉市栄町１－４１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3219470,010,7 愛栄歯科医院 〒482-0011 0587-66-2231中村　文美 中村　文美 昭54. 6. 1歯   診療所
     は岩倉10 岩倉市昭和町１－１７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3220470,012,3 カジウラ歯科 〒482-0042 0587-66-6480梶浦　哲也 梶浦　哲也 平19. 6. 7歯   小歯 歯外診療所
     は岩倉12 岩倉市中本町川添２１－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 6. 7
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3221470,013,1 はっとり歯科医院 〒482-0034 0587-66-3080服部　徹 服部　徹 昭54.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は岩倉13 岩倉市石仏町長福寺１９３－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3222470,015,6 医療法人仁志会夫馬歯〒482-0022 0587-66-2550医療法人仁志会　理事夫馬　大介 昭58. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     は岩倉15 科クリニック 岩倉市栄町２－３１ 常　勤:    1長　夫馬　大介 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3223470,016,4 岩倉団地歯科診療所 〒482-0001 0587-37-0418角　悦子 角　悦子 昭61. 7. 1歯   小歯 診療所
     は岩倉16 岩倉市東新町南江向２４－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3224470,017,2 岩倉歯科・矯正歯科 〒482-0043 0587-38-0038白木　誠一 白木　誠一 平 3. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は岩倉17 岩倉市本町上郷裏１８－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3225470,018,0 小岩井歯科 〒482-0018 0587-37-8148小岩井　浩 小岩井　浩 平 4. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岩倉18 岩倉市大山寺本町１－８ 常　勤:    2 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3226470,020,6 あさだ歯科 〒482-0015 0587-37-3457浅田　一史 浅田　一史 平 6. 4. 1歯   小歯 診療所
     は岩倉20 岩倉市川井町高木４３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3227470,021,4 あいち歯科 〒482-0036 0587-38-1184小椋　貴夫 小椋　貴夫 平 6. 7. 1歯   小歯 診療所
     は岩倉21 岩倉市西市町東畑田３８ー４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
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 3228470,022,2 犬塚歯科医院 〒482-0011 0587-66-3800犬塚　浩平 犬塚　浩平 平 6. 7. 1歯   小歯 診療所
     は岩倉22 岩倉市昭和町３－１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3229470,024,8 中井歯科医院 〒482-0005 0587-37-2222中井　雅一 中井　雅一 平 7.10. 1歯   小歯 診療所
     は岩倉24 岩倉市下本町城址１２９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3230470,025,5 山田歯科 〒482-0041 0587-66-7502山田　修 山田　修 平 8. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は岩倉25 岩倉市東町仙奈２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3231470,026,3 小川歯科医院 〒482-0005 0587-37-7496小川　一郎 小川　一郎 平 8. 7. 1歯   診療所
     は岩倉26 岩倉市下本町下市場１９９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3232470,027,1 ヒガキ歯科医院 〒482-0003 0587-38-3888 垣　年宏 垣　年宏 平29. 9. 1歯   診療所
     は岩倉27 岩倉市曽野町花ノ木３４ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3233470,028,9 青木歯科 〒482-0041 0587-66-5955青木　崇佳 青木　崇佳 平10. 2. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は岩倉28 岩倉市東町長山７７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3234470,029,7 岩倉かとう歯科 〒482-0033 0587-66-4182加藤　充孝 加藤　充孝 平12. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     は岩倉29 岩倉市神野町又市１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3235470,030,5 はまじま歯科クリニッ〒482-0002 0587-37-0030医療法人康樹会　理事浜島　悟 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     は岩倉30 ク 岩倉市大市場町郷前２８６－５ 常　勤:    1長　浜島　悟 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3236470,031,3 医療法人恒陽会　松浦〒482-0022 0587-37-0450医療法人恒陽会松浦歯松浦　恒存 平14. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は岩倉31 歯科・矯正歯科 岩倉市栄町１－３８ 常　勤:    2科・矯正歯科　理事長 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2)　松浦　恒存 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3237470,032,1 ひらいわ歯科 〒482-0025 0587-38-6681平岩　裕之 平岩　裕之 平14.12. 1歯   小歯 診療所
     は岩倉32 岩倉市大地新町１－３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3238470,034,7 むらせ歯科・矯正歯科〒482-0041 0587-38-0811村瀬　貴之 村瀬　貴之 平16.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岩倉34 　インプラントオフィ岩倉市東町東出口１１７ 常　勤:    3 新規 歯外 現存
     ス (歯       3) 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3239470,035,4 医療法人東洋会　岩倉〒482-0012 0587-37-8241医療法人東洋会　理事小山　憲一 平17. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岩倉35 中央歯科医院 岩倉市稲荷町大摩４８－１ 常　勤:    1長　小山　憲一 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3240470,037,0 いわくら駅前歯科 〒482-0043 0587-66-8118犬飼　賢三朗 犬飼　賢三朗 平21.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岩倉37 岩倉市本町神明西２０サクランド常　勤:    1 新規 歯外 現存
     岩倉１階 (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3241470,038,8 岩倉しばた歯科・矯正〒482-0016 0587-81-7182柴田　紀幸 柴田　紀幸 平23. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岩倉38 歯科 岩倉市野寄町東出２４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3242470,039,6 カドヤデンタルクリニ〒482-0042 0587-38-1011伊藤　亮 伊藤　亮 平24. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は岩倉39 ック 岩倉市中本町中北裏１１－３ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3243470,040,4 クリスタル矯正歯科ク〒482-0022 0587-37-8811医療法人クリスタル矯品村　謙太 平24. 8. 1矯歯 診療所
     は岩倉40 リニック 岩倉市栄町２－７８岩倉ＡＳビル常　勤:    1正歯科クリニック　理 組織変更 現存
     ２階 (歯       1)事長　品村　謙太 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3244480,005,5 渡辺歯科 〒470-1151 0562-97-7314渡辺　龍彦 渡辺　龍彦 昭59.11.12歯   小歯 診療所
     は豊明5 豊明市前後町善江１７２０－８ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平29.11.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3245480,006,3 井上歯科 〒470-1162 0562-97-7177井上　照夫 井上　照夫 昭59. 1.23歯   診療所
     は豊明6 豊明市栄町上姥子５－１７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3246480,008,9 やなせ歯科医院 〒470-1126 0562-93-0418柳瀬　良重 柳瀬　良重 昭53. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊明8 豊明市三崎町高鴨１２－７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3247480,009,7 加藤歯科医院 〒470-1101 0562-93-1578加藤　正史 加藤　正史 昭53. 5. 1歯   診療所
     は豊明9 豊明市沓掛町垣ノ内３８－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3248480,013,9 双峰歯科クリニック 〒470-1127 0562-93-4888三輪　一雄 三輪　一雄 平19. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は豊明13 豊明市三崎町ゆたか台３１－５ 常　勤:    1 移動 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3249480,015,4 池田歯科医院 〒470-1151 0562-93-0550池田　通隆 池田　通隆 平 6. 8.16歯   診療所
     は豊明15 豊明市前後町鎗ケ名１８２４－８常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 8.16
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3250480,017,0 二村台歯科医院 〒470-1131 0562-92-8811森島　利彦 森島　利彦 平 3.11.25歯   小歯 診療所
     は豊明17 豊明市二村台７－２０－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3251480,019,6 村山ファミリー歯科 〒470-1154 0562-97-1125村山　和幸 村山　和幸 昭58.11. 1歯   小歯 診療所
     は豊明19 豊明市新栄町３－４１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3252480,020,4 新栄歯科 〒470-1154 0562-97-1771安藤　康 安藤　康 昭59. 2. 1歯   小歯 診療所
     は豊明20 豊明市新栄町６－８０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3253480,024,6 豊明歯科医院 〒470-1116 0562-92-8855永井　孝 永井　孝 昭61.10. 1歯   小歯 診療所
     は豊明24 豊明市新田町吉池２６－５吉池ビ常　勤:    1 現存
     ル２階 (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3254480,026,1 田知歯科医院 〒470-1131 0562-92-8329田知　正 田知　正 昭62. 8. 1歯   小歯 診療所
     は豊明26 豊明市二村台１－９－１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3255480,027,9 まつい歯科医院 〒470-1141 0562-92-8851松井　昭樹 松井　昭樹 昭62.12. 1歯   診療所
     は豊明27 豊明市阿野町奥屋６１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3256480,028,7 まつもり歯科 〒470-1131 0562-93-3334松森　正起 松森　正起 昭63. 6. 1歯   診療所
     は豊明28 豊明市二村台４丁目１８－１５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
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 3257480,030,3 シバタ歯科 〒470-1112 0562-93-1148田辺　芳孝 田辺　芳孝 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     は豊明30 豊明市新田町下一の割７１－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3258480,033,7 三浦歯科医院 〒470-1142 0562-93-8148三浦　英樹 三浦　英樹 平 4. 3. 1歯   小歯 診療所
     は豊明33 豊明市阿野町東阿野１９７ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3259480,034,5 ほづみ歯科医院 〒470-1113 0562-93-5505穂積　宏一 穂積　宏一 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     は豊明34 豊明市新田町錦１４－８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3260480,036,0 みつばやし歯科・矯正〒470-1112 0562-92-2228三林　栄吾 三林　栄吾 平13. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊明36 歯科クリニック 豊明市新田町子持松１１－１０ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3261480,037,8 前田デンタルクリニッ〒470-1163 0562-97-8838前田　愼二 前田　愼二 平24.11. 1歯   小歯 診療所
     は豊明37 ク 豊明市栄町姥子１２８ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3262480,038,6 あおやま歯科医院 〒470-1131 0562-95-1234青山　栄一 青山　栄一 平 6. 6. 1歯   小歯 診療所
     は豊明38 豊明市二村台２ー１１ー５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3263480,039,4 歯科松岡クリニック 〒470-1121 0562-92-5188松岡　宏俊 松岡　宏俊 平 6.12. 1歯   小歯 診療所
     は豊明39 豊明市西川町島原１４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3264480,040,2 鈴木歯科クリニック 〒470-1131 0562-92-8148鈴木　直人 鈴木　直人 平 9. 3. 1歯   小歯 診療所
     は豊明40 豊明市二村台３－１－１　豊明団常　勤:    1 交代 現存
     地５４棟１０８号 (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3265480,041,0 とよあけ矯正歯科 〒470-1151 0562-96-0011森川　敦 森川　敦 平15. 1. 1矯歯 診療所
     は豊明41 豊明市前後町善江１７０７－２森常　勤:    1 新規 現存
     下ビル１階 (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3266480,042,8 たかぎ歯科医院 〒470-1123 0562-93-7751髙木　勇宜 髙木　勇宜 平15. 4. 1歯   小歯 診療所
     は豊明42 豊明市西川町笹原１５－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3267480,043,6 ごとう歯科 〒470-1154 0562-98-1182後藤　達之 後藤　達之 平18. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     は豊明43 豊明市新栄町３－３１０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3268480,044,4 歯科鳥居医院 〒470-1112 0562-91-4618鳥居　恭 鳥居　恭 平18. 2. 1歯   小歯 診療所
     は豊明44 豊明市新田町下一ノ割７２－１０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3269480,045,1 くつかけ歯科 〒470-1107 0562-91-3566岩田　昌也 岩田　昌也 平20.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊明45 豊明市沓掛町泉３０－２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3270480,046,9 けやき歯科クリニック〒470-1121 0562-91-4848柏﨑　泰 柏﨑　泰 平21. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊明46 豊明市西川町荒巻４０ 常　勤:    3 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3271480,047,7 ぜんご駅前歯科 〒470-1151 0562-97-6480医療法人颯真会　理事森　英陽 平24. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は豊明47 豊明市前後町善江１７３７パルネ常　勤:    1長　伊神　真次 新規 現存
     ス２号館３階 (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3272480,048,5 外山歯科医院 〒470-1116 0562-92-3030外山　敦史 外山　敦史 平24.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊明48 豊明市新田町吉池８－１１ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3273480,050,1 あさの歯科クリニック〒470-1141 0562-92-5088浅野　弘照 浅野　弘照 平26. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     は豊明50 豊明市阿野町西ノ海戸２４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3274480,051,9 豊明フローラ歯科 〒470-1111 0562-95-1182医療法人美正会　理事津田　佳奈 平27. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は豊明51 豊明市大久伝町南１－１ 常　勤:    1長　神野　正人 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3275480,052,7 かずま歯科クリニック〒470-1161 0562-85-1818杉山　千真 杉山　千真 平29. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は豊明52 豊明市栄町大根１－１４５３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3276490,002,0 鈴木歯科 〒470-0135 0561-73-2711鈴木　孝美 鈴木　孝美 昭49. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は日進2 日進市岩崎台１－７４０ 常　勤:    2 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
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 3277490,004,6 伊東歯科医院 〒470-0122 05617-3-3200伊東　栄 伊東　栄 昭53. 8. 1歯   小歯 診療所
     は日進4 日進市蟹甲町中島２７８－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3278490,006,1 山岡歯科医院 〒470-0111 05617-3-0418山岡　林二 山岡　林二 昭54. 9. 1歯   小歯 診療所
     は日進6 日進市米野木町家下１２２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3279490,009,5 福岡歯科医院 〒470-0115 05617-3-7765福岡　均 福岡　均 昭57. 4. 1歯   小歯 診療所
     は日進9 日進市折戸町高松３０５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3280490,010,3 水野歯科 〒470-0104 0561-74-1212水野　和幸 水野　和幸 平29. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     は日進10 日進市岩藤町所寒２５－１ 常　勤:    3 移動 矯歯 現存
     (歯       3) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3281490,011,1 武田歯科医院 〒470-0101 05617-4-1182武田　堅司 武田　堅司 昭59. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     は日進11 日進市三本木町大根８０－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3282490,012,9 ふくやす歯科 〒470-0124 052-804-3118福安　満 福安　満 昭59. 3. 1歯   矯歯 診療所
     は日進12 日進市浅田町上ノ山６０－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3283490,013,7 ナルオカ歯科 〒470-0125 052-804-3666成岡　哲郎 成岡　哲郎 平18. 5. 1歯   小歯 診療所
     は日進13 日進市赤池４－７１２ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3284490,015,2 山寺歯科医院 〒470-0126 052-805-0789田中　英穂 田中　英穂 昭62. 1. 1歯   小歯 診療所
     は日進15 日進市赤池町中島１０９－２３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3285490,016,0 岩崎橋歯科クリニック〒470-0131 05617-4-0100鈴木　真也 鈴木　真也 平元. 5. 1歯   小歯 診療所
     は日進16 日進市岩崎町小林９５－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3286490,017,8 医療法人土井歯科医院〒470-0122 0561-73-3918医療法人土井歯科医院土井　尚 平 2. 1. 1歯   診療所
     は日進17 日進市蟹甲町浅間下７－２ 常　勤:    1　理事長　土井　尚 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3287490,019,4 香久山歯科医院 〒470-0131 0561-74-3718伊藤　嘉信 伊藤　嘉信 平 3.11. 1歯   診療所
     は日進19 日進市岩崎町芦廻間８７－６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24.11. 1
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 3288490,020,2 加藤歯科 〒470-0111 0561-73-4114医療法人世仁会　理事加藤　世一 平 4. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は日進20 日進市米野木町丸山１４４ 常　勤:    2長　加藤　世一 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3289490,021,0 ａｕｘ歯科クリニック〒470-0113 0561-74-2811福岡　雅 福岡　雅 平 4. 5. 1歯   他   小歯診療所
     は日進21 日進市栄１－２０１ 常　勤:    1 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1小矯歯
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3290490,022,8 大島歯科 〒470-0134 052-807-0118大島　久佳 大島　久佳 平 4. 6. 1歯   小歯 診療所
     は日進22 日進市香久山２ー２０４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3291490,023,6 医療法人　荒川歯科 〒470-0115 0561-73-1248医療法人荒川歯科　理荒川　貴之 平 5. 5. 1歯   小歯 診療所
     は日進23 日進市折戸町枯木２１－１６０ 常　勤:    1事長　荒川　貴之 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3292490,024,4 田中歯科 〒470-0105 0561-73-1848田中　肇 田中　肇 平16. 7. 1歯   小歯 診療所
     は日進24 日進市五色園３－２０４－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3293490,025,1 菱田デンタルクリニッ〒470-0134 052-807-5700菱田　吉修 菱田　吉修 平 6. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は日進25 ク 日進市香久山５－１８０１ＭＩＯ常　勤:    1 現存
     香久山２階 (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3294490,026,9 青山歯科室 〒470-0113 0561-74-0006医療法人応世会　理事青山　淳一 平 6. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は日進26 日進市栄１－１１０１シャリオン常　勤:    2長　清水　武藤 新規 歯外 現存
     日進３階 (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3295490,027,7 坂歯科 〒470-0126 052-802-8282坂　徹男 坂　徹男 平 6. 7. 1歯   小歯 診療所
     は日進27 日進市赤池町１－３００１第２５常　勤:    1 新規 現存
     オーシャンプラザ２階２号室 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3296490,028,5 杉本歯科 〒470-0113 05617-4-1374杉本　修一 杉本　修一 平 6.11. 1歯   診療所
     は日進28 日進市栄２－３０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3297490,029,3 医療法人トーマツ歯科〒470-0133 052-804-0648医療法人トーマツ歯科東松　信平 平 7. 1. 1歯   小歯 診療所
     は日進29 医院 日進市梅森台３－１４３ 常　勤:    1医院　理事長　東松信 組織変更 現存
     (歯       1)平 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3298490,030,1 みやわき歯科 〒470-0101 05617-4-3418宮脇　利明 宮脇　利明 平 9. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は日進30 日進市三本木町下川田６８０－３常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ４ (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3299490,031,9 岩崎台デンタルクリニ〒470-0135 05617-2-7770加藤　悦男 加藤　悦男 平 9. 5. 1歯   矯歯 診療所
     は日進31 ック 日進市岩崎台３－１７０１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3300490,032,7 成田歯科医院 〒470-0135 05617-5-0055成田　幸憲 成田　幸憲 平11. 1. 1歯   歯外 診療所
     は日進32 日進市岩崎台２－１０４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3301490,034,3 もり歯科医院 〒470-0128 052-809-3900森　茂 森　茂 平11. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は日進34 日進市浅田平子２－２６５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3302490,035,0 マナブ歯科 〒470-0131 05617-5-2408野原　学 野原　学 平11. 3. 1歯   小歯 診療所
     は日進35 日進市岩崎町大廻間７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3303490,036,8 竹内歯科クリニック 〒470-0131 05617-5-5888竹内　学 竹内　学 平12.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は日進36 日進市岩崎町北高上４４－４鶴田常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3304490,039,2 キッズ＆ママデンタル〒470-0113 05617-5-0006医療法人応世会　理事木村　崇 平14. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は日進39 ランド 日進市栄２－１３０５ノースステ常　勤:    1長　清水　武藤 新規 歯外 現存
     ージ１階 (歯       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3305490,040,0 ともデンタルクリニッ〒470-0115 05617-2-8441上田　知樹 上田　知樹 平14. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は日進40 ク 日進市折戸町梨子ノ木２８－２３常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3306490,043,4 とたに歯科クリニック〒470-0117 0561-75-5480戸谷　肇 戸谷　肇 平18. 4. 1歯   小歯 診療所
     は日進43 日進市藤塚４－１３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3307490,044,2 山内歯科医院 〒470-0131 0561-72-8411山内　琢司 山内　琢司 平18. 6. 1歯   小歯 診療所
     は日進44 日進市竹の山４－８０３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3308490,045,9 中井歯科医院 〒470-0136 0561-72-6484中井　英貴 中井　英貴 平18. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     は日進45 日進市竹の山３－２０８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3309490,046,7 ラピス歯科室 〒470-0126 052-808-1814天野　裕士 天野　裕士 平20. 3. 1歯   診療所
     は日進46 日進市赤池町中島１０９－５７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3310490,048,3 米野木歯科 〒470-0118 0561-76-7000田村　一央 田村　一央 平23. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は日進48 日進市米野木台５－１０２０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3311490,050,9 ドレミこどもデンタル〒470-0125 052-838-9220東　公彦 東　公彦 平24. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は日進50 クリニック 日進市赤池１－２８０１エクセル常　勤:    2 新規 現存
     ヤマキビル１Ｆ　Ｂ (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3312490,051,7 つぼなか歯科クリニッ〒470-0133 052-838-9100壺中　隆行 壺中　隆行 平24. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は日進51 ク 日進市梅森台２－２１８ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3313490,052,5 日進あじさい歯科 〒470-0124 052-807-8811医療法人美正会　理事堀田　岳 平25. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は日進52 日進市浅田町西前田１３－７ 常　勤:    1長　神野　正人 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3314490,055,8 とし歯科・矯正歯科 〒470-0135 0561-65-5165今津　俊彦 今津　俊彦 平26. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は日進55 日進市岩崎台１－２３０３－１３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3315490,056,6 おおや歯科クリニック〒470-0127 052-880-8282大矢　健司 大矢　健司 平26. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は日進56 日進市赤池南２－１７０８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3316490,057,4 たけのやま歯科 〒470-0136 0561-75-6480山田　翔 山田　翔 平26. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は日進57 日進市竹の山４－６１１－２ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3317490,058,2 日進市役所前つばさ歯〒470-0122 0561-76-6345武田　梨杏 武田　梨杏 平26.11. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は日進58 科・矯正歯科 日進市蟹甲町池下２５１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3318490,060,8 ＬＥＡＦ矯正歯科 〒470-0115 0561-72-6600医療法人ＬＥＡＦ　理福岡　逸人 平26.10. 1矯歯 診療所
     は日進60 日進市折戸町高松１７６－１ 常　勤:    1事長　福岡　逸人 組織変更 現存
     (歯       1) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3319490,061,6 ＴＨＥ　ＩＴＯ　ＤＥ〒470-0134 052-800-0085医療法人洸明会　理事伊藤　隆廣 平27. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は日進61 ＮＴＡＬ　ＣＬＩＮＩ日進市香久山２－２１０５ 常　勤:    2長　伊藤　隆廣 組織変更 現存
     Ｃ (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3320490,063,2 さくら歯科・こども歯〒470-0115 0561-74-1115山本　裕佳 山本　裕佳 平27. 4. 1歯   小歯 診療所
     は日進63 科 日進市折戸町西田面１０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3321490,064,0 歯科オーラルクリニッ〒470-0131 0561-73-8300小出　貴照 小出　貴照 平28.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は日進64 ク　エクラ 日進市岩崎町岩根１４１－２ 常　勤:    2 新規 歯外 現存
     (歯       2) 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (医       1)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3322490,065,7 ワイワイデンタルクリ〒470-0124 052-800-8806医療法人ワイワイ会　宮川　佳子 平28.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は日進65 ニック赤池 日進市浅田町笹原８－１３６グラ常　勤:    1理事長　玉田　洋平 組織変更 歯外 現存
     ンドファミリア赤池２号館２階 (歯       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3323490,067,3 日進赤池たんぽぽ歯科〒470-0126 052-715-8618医療法人参方善さくら福村　和彦 平29.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は日進67 日進市赤池町箕ノ手１ 常　勤:    1会　理事長　黒瀬　基 新規 矯歯 現存
     (歯       1)尋 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3324490,068,1 こめのき台加藤歯科 〒470-0118 0561-74-6480医療法人世仁会　理事加藤　世太 平29.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は日進68 日進市米野木台２－４０１ 常　勤:    1長　加藤　世一 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3325490,069,9 あじおか歯科クリニッ〒470-0126 052-806-1100医療法人　志伸会　理味岡　武志 平30. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は日進69 ク 日進市赤池町屋下３５１－１ 常　勤:    2事長　味岡　武志 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3326490,070,7 あさの歯科 〒470-0116 0561-72-5551朝野　誠 朝野　誠 平30. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は日進70 日進市東山４－８０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3327500,021,8 桃沢歯科医院 〒470-0154 05613-9-2535桃沢　宏 桃沢　宏 昭61. 3. 1歯   診療所
     は愛知21 愛知郡東郷町和合ケ丘２－９－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3328500,041,6 野々山歯科医院 〒470-0162 0561-38-5158野々山　郁 野々山　郁 昭57. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は愛知41 愛知郡東郷町春木上正葉廻間１３常　勤:    2 現存
     －１ (歯       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3329500,043,2 白土歯科医院 〒470-0162 052-802-8148塩野崎　朋夫 塩野崎　朋夫 昭57. 6. 1歯   小歯 診療所
     は愛知43 愛知郡東郷町春木白土３９－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3330500,060,6 ふじはし歯科医院 〒470-0155 05613-8-6182藤橋　英登 藤橋　英登 昭62.11. 1歯   小歯 診療所
     は愛知60 愛知郡東郷町白鳥２－１３－１０常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3331500,064,8 白鳥スワン歯科・矯正〒470-0155 0561-39-3030医療法人スワン会　理前川　研介 平16. 5. 6歯   小歯 歯外診療所
     は愛知64 歯科 愛知郡東郷町白鳥２－２－１ 常　勤:    4事長　鈴木　純二 移動 矯歯 現存
     (歯       4) 平28. 5. 6
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3332500,074,7 三矢歯科医院 〒470-0151 05613-8-1766三矢　英之 三矢　英之 平 5. 2. 1歯   診療所
     は愛知74 愛知郡東郷町諸輪狐坂６２－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3333500,088,7 あずま歯科医院 〒470-0151 05613-8-7300東　分吉 東　分吉 平 8. 8. 1歯   小歯 診療所
     は愛知88 愛知郡東郷町諸輪上鉾１２－１９常　勤:    1 移動 現存
     ６ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3334500,097,8 山本歯科クリニック 〒470-0165 05613-9-4618山本　光司 山本　光司 平12.11. 1歯   診療所
     は愛知97 愛知郡東郷町清水１－２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3335500,104,2 春木歯科・矯正歯科 〒470-0162 0561-38-1323山本　健二 山本　健二 平17. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は愛知104 愛知郡東郷町春木清水ヶ根４１１常　勤:    1 新規 現存
     ４－１ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3336500,106,7 もも歯科クリニック 〒470-0153 0561-38-8938桃沢　泰 桃沢　泰 平18. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は愛知106 愛知郡東郷町和合前田１５３－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3337500,108,3 ナチュラルデンタルク〒470-0162 0561-38-8110松尾　健生 松尾　健生 平19. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は愛知108 リニック 愛知郡東郷町春木仲田１１１－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3338500,109,1 おかまつ歯科 〒470-0162 052-806-8001岡松　猛 岡松　猛 平19. 7. 1歯   小歯 診療所
     は愛知109 愛知郡東郷町春木白土２－１１９常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3339500,111,7 奥川歯科室 〒470-0152 0561-41-8240奥川　哲平 奥川　哲平 平20. 6. 1歯   小歯 診療所
     は愛知111 愛知郡東郷町北山台１－２－１４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
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 3340500,114,1 よこいファミリー歯科〒470-0162 052-809-4618横井　昭博 横井　昭博 平22. 2. 1歯   小歯 診療所
     は愛知114 愛知郡東郷町春木白土１－２１１常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3341500,116,6 がくデンタルクリニッ〒470-0151 0561-38-1600石井　学 石井　学 平22.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は愛知116 ク 愛知郡東郷町諸輪中木戸西８０－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3342500,117,4 おと貝歯科 〒470-0166 052-808-3330山崎　太士 山崎　太士 平23. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は愛知117 愛知郡東郷町兵庫１－１－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3343500,122,4 むとう歯科医院 〒470-0151 0561-38-2161医療法人幸創会　理事武藤　直広 平29. 5. 1歯   診療所
     は愛知122 愛知郡東郷町諸輪中木戸西３０４常　勤:    2長　武藤　直広 移動 現存
     －１ (歯       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3344500,123,2 きのした歯科口腔外科〒470-0151 0561-38-1148木下　篤敬 木下　篤敬 平28. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     は愛知123 愛知郡東郷町諸輪観音２－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3345520,029,7 鈴木歯科医院 〒480-0202 0568-28-4202鈴木　泰男 鈴木　泰男 昭51.11. 1歯   小歯 診療所
     は西春29 西春日井郡豊山町豊場高前６８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3346520,046,1 豊山歯科クリニック 〒480-0201 0568-28-6480森　清人 森　清人 昭56. 7. 1歯   診療所
     は西春46 西春日井郡豊山町青山東栄７０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3347520,051,1 寺町歯科医院 〒480-0202 0568-28-2818寺町　信秀 寺町　信秀 昭58. 4. 1歯   小歯 診療所
     は西春51 西春日井郡豊山町豊場神戸１９４常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3348520,059,4 小塚歯科医院 〒480-0202 052-903-5377小塚　文雄 小塚　文雄 昭60. 7. 1歯   小歯 歯外診療所
     は西春59 西春日井郡豊山町豊場八反１０７常　勤:    1 現存
     名古屋中央卸売市場北部市場内 (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3349520,080,0 空港歯科医院 〒480-0202 0568-28-3478医療法人旺志会　理事久馬　厚 平 9. 1.13歯   小歯 診療所
     は西春80 西春日井郡豊山町豊場和合５２－常　勤:    1長　久馬　厚 移動 現存
     １ (歯       1) 平30. 1.13
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 3350520,123,8 安藤歯科 〒480-0202 0568-29-2900安藤　航 安藤　航 平19. 8. 1歯外 矯歯 小歯診療所
     は西春123 西春日井郡豊山町豊場和合３０ 常　勤:    1 交代 歯   現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3351520,124,6 ケンタデンタルクリニ〒480-0201 0568-28-1281鴨川　健太郎 鴨川　健太郎 平20. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は西春124 ック 西春日井郡豊山町青山東川４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3352520,125,3 とりむら歯科クリニッ〒480-0202 0568-54-2246鳥村　勇斗 鳥村　勇斗 平27.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は西春125 ク 西春日井郡豊山町豊場高前１６８常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3353530,010,5 伊藤歯科医院 〒480-0143 0587-95-3680伊藤　秀行 伊藤　秀行 昭54. 5. 1歯   診療所
     は丹羽10 丹羽郡大口町城屋敷２－３－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3354530,011,3 木下歯科 〒480-0102 0587-93-8161木下　栄夫 木下　栄夫 昭54. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は丹羽11 丹羽郡扶桑町高雄伊勢帰２０９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3355530,017,0 大口歯科 〒480-0139 0587-95-3745大森　俊樹 大森　俊樹 昭59. 6. 1歯   小歯 診療所
     は丹羽17 丹羽郡大口町奈良子３－２９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3356530,018,8 植月歯科クリニック 〒480-0102 0587-93-8180植月　良太郎 植月　良太郎 昭59. 7. 1歯   小歯 診療所
     は丹羽18 丹羽郡扶桑町高雄天道３８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3357530,019,6 青木歯科医院 〒480-0102 0587-93-3388青木　義忠 青木　義忠 昭59.10. 1歯   小歯 診療所
     は丹羽19 丹羽郡扶桑町高雄定松３５－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3358530,020,4 羽根西ファミリー歯科〒480-0102 0587-93-7669左合　伸次 左合　伸次 昭61. 7. 1歯   小歯 診療所
     は丹羽20 丹羽郡扶桑町高雄米ノ山２６７－常　勤:    1 現存
     ５２ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3359530,023,8 もみの木歯科 〒480-0125 0587-95-3939鈴木　邦彦 鈴木　邦彦 平 2. 7. 1歯   小歯 診療所
     は丹羽23 丹羽郡大口町外坪１－５１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 3360530,024,6 ライフデンタルクリニ〒480-0144 0587-95-0046伊藤　文一 伊藤　文一 平 2.11. 1歯   小歯 診療所
     は丹羽24 ック 丹羽郡大口町下小口３－１２５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3361530,026,1 オーシマ歯科 〒480-0132 0587-95-6166大島　圭二 大島　圭二 平 3. 4. 1歯   小歯 診療所
     は丹羽26 丹羽郡大口町秋田１－３７７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3362530,028,7 あまの歯科クリニック〒480-0105 0587-92-1678大藪　憲治 大藪　憲治 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     は丹羽28 丹羽郡扶桑町南山名仲畑１３６－常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3363530,033,7 ないとう歯科 〒480-0102 0587-93-5500内藤　亮治 内藤　亮治 平15. 2. 1歯   歯外 小歯診療所
     は丹羽33 丹羽郡扶桑町高雄伊勢帰１８４－常　勤:    1 移動 現存
     １ (歯       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3364530,035,2 丹羽歯科 〒480-0148 0587-95-6655医療法人丹羽歯科　理丹羽　慶繁 平15. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は丹羽35 丹羽郡大口町小口下山伏６８ 常　勤:    1事長　丹羽　慶繁 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3365530,041,0 あさの歯科医院 〒480-0102 0587-92-3718浅野　辰則 浅野　辰則 平15.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は丹羽41 丹羽郡扶桑町高雄犬堀１８０－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3366530,043,6 りんご歯科 〒480-0105 0587-93-7708市橋　正昭 市橋　正昭 平16. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は丹羽43 丹羽郡扶桑町南山名名護根１２９常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3367530,046,9 きなな歯科 〒480-0102 0587-22-7599林　喜一 林　喜一 平20.12. 1歯   診療所
     は丹羽46 丹羽郡扶桑町高雄南郷７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3368530,047,7 柏森歯科クリニック 〒480-0103 0587-93-8330医療法人愛健会　理事阿部　恵一 平21. 3. 1歯   小歯 診療所
     は丹羽47 丹羽郡扶桑町柏森西前３０３ 常　勤:    1長　荒尾　誠子 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3369530,048,5 舟橋歯科クリニックＣ〒480-0146 0587-95-7100舟橋　洋平 舟橋　洋平 平22. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は丹羽48 Ｔインプラントオフィ丹羽郡大口町余野６－４６７ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ス (歯       1) 平28. 3. 1
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 3370530,049,3 ながはま歯科 〒480-0144 0587-95-0677長濱　文量 長濱　文量 平22. 5. 1歯   小歯 診療所
     は丹羽49 丹羽郡大口町下小口７－１５２－常　勤:    1 新規 現存
     １カサヴェルディ１階 (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3371530,050,1 あおい歯科 〒480-0102 0587-92-4182篠田　徹也 篠田　徹也 平22. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は丹羽50 丹羽郡扶桑町高雄定松８１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3372530,053,5 おりの歯科 〒480-0102 0587-91-0222織野　秀申 織野　秀申 平25. 4. 1歯   小歯 診療所
     は丹羽53 丹羽郡扶桑町高雄堂子４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3373530,056,8 さつきヶ丘歯科 〒480-0151 0587-95-5108岡本　光晴 岡本　光晴 平25. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は丹羽56 丹羽郡大口町さつきケ丘１－１４常　勤:    1 新規 現存
     ８ (歯       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3374530,057,6 いまむら歯科 〒480-0105 0587-93-7606今村　善浩 今村　善浩 平26. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は丹羽57 丹羽郡扶桑町南山名高塚５－１イ常　勤:    2 交代 歯外 現存
     オン扶桑ショッピングセンター１(歯       2) 平26. 1. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3375530,058,4 藤本歯科医院 〒480-0126 0587-81-4321藤本　耕太郎 藤本　耕太郎 平26. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は丹羽58 丹羽郡大口町伝右２－４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3376530,059,2 はまじま歯科医院 〒480-0104 0587-93-8448医療法人聡誠会　理事濱島　聡一朗 平26. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は丹羽59 丹羽郡扶桑町斉藤旭４３０ 常　勤:    3長　濱島　誠一朗 組織変更 現存
     (歯       3) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3377530,060,0 プラザ歯科クリニック〒480-0102 0587-91-1101星山　洋輝 星山　洋輝 平29. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は丹羽60 丹羽郡扶桑町高雄下野７アクロス常　勤:    1 新規 歯外 現存
     プラザ扶桑２階 (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3378530,061,8 本来堂デンタルクリニ〒480-0146 0587-96-0817三輪　祐子 三輪　祐子 平29. 7.15歯   小歯 矯歯診療所
     は丹羽61 ック 丹羽郡大口町余野５－５５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 7.15
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3379530,062,6 わだち歯科クリニック〒480-0107 0587-93-6777医療法人エボシライン森　俊輔 平30. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は丹羽62 丹羽郡扶桑町高木白山前４２３ 常　勤:    1　理事長　森　俊輔 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3380530,063,4 大藪歯科医院 〒480-0103 0587-93-8118大藪　琢也 大藪　琢也 平30. 3.28歯   歯外 小歯診療所
     は丹羽63 丹羽郡扶桑町柏森長畑６６１ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平30. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3381560,022,3 滝川歯科医院 〒497-0031 0567-95-3905滝川　郁敏 滝川　郁敏 昭41. 5. 1歯   診療所
     は海部22 海部郡蟹江町須成南五本田１９８常　勤:    1 現存
     １－２２ (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3382560,037,1 高阪歯科医院 〒497-0054 0567-95-9328高阪　文雄 高阪　文雄 昭60. 6. 4歯   診療所
     は海部37 海部郡蟹江町錦２－７８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 6. 4
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3383560,039,7 大治歯科医院 〒490-1141 052-441-6200熊沢　鎮夫 熊沢　鎮夫 昭62. 5.18歯   診療所
     は海部39 海部郡大治町馬島大道西２３８－常　勤:    3 現存
     ８ (歯       3) 平29. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3384560,051,2 高村歯科医院 〒490-1142 052-443-1230高村　雅樹 高村　雅樹 昭55. 9. 1歯   小歯 診療所
     は海部51 海部郡大治町三本木柳原８１ 常　勤:    2 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3385560,059,5 ファミリー歯科 〒497-0034 05679-6-1022高阪　真人 高阪　真人 昭57.11. 1歯   診療所
     は海部59 海部郡蟹江町本町１０－８８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3386560,063,7 富吉歯科クリニック 〒497-0058 05679-6-0323金井　堅次 金井　堅次 昭58. 5. 1歯   小歯 診療所
     は海部63 海部郡蟹江町富吉１－７１８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3387560,075,1 浅井歯科 〒490-1134 052-441-0118浅井　司 浅井　司 昭61. 4. 1歯   小歯 診療所
     は海部75 海部郡大治町東條郷前１１８－６常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
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 3388560,077,7 吉田歯科 〒490-1136 052-443-4188吉田　隆士 吉田　隆士 昭61. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は海部77 海部郡大治町花常中切４５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3389560,089,2 竹内歯科医院 〒497-0034 05679-6-0085竹内　章 竹内　章 平元. 4. 1歯   小歯 診療所
     は海部89 海部郡蟹江町本町４－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3390560,092,6 ステップ歯科クリニッ〒490-1431 05675-2-1828松久　勝彦 松久　勝彦 平元.10. 1歯   小歯 診療所
     は海部92 ク 海部郡飛島村服岡４－１２４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3391560,107,2 医療法人月星歯科クリ〒497-0050 0567-95-6666医療法人月星歯科クリ月星　光博 平 5. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は海部107 ニック 海部郡蟹江町学戸６－８ 常　勤:    7ニック　理事長　月星 組織変更 現存
     (歯       7)　光博 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3392560,112,2 カニエ歯科 〒497-0035 05679-6-7611高柳　勝 高柳　勝 平 6. 2. 1歯   小歯 診療所
     は海部112 海部郡蟹江町蟹江新町久加５５０常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3393560,113,0 医療法人維仁会蟹江ゆ〒497-0038 0567-96-6919医療法人維仁会　理事光川　和彦 平 6. 5. 1歯   小歯 診療所
     は海部113 う歯科 海部郡蟹江町桜１－５ 常　勤:    1長　古島　雄二 組織変更 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3394560,135,3 医療法人ホリスかにえ〒497-0034 0567-95-8800医療法人ホリス　理事吉田　守宏 平12. 8. 1歯   矯歯 歯外診療所
     は海部135 総合歯科 海部郡蟹江町本町１１－１６１ 常　勤:    1長　吉田　守宏 組織変更 小歯 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3395560,136,1 大治すこやか歯科 〒490-1142 052-446-4182白瀧　一弥 白瀧　一弥 平13. 5. 1歯   小歯 診療所
     は海部136 海部郡大治町三本木西之川１１６常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3396560,138,7 デンタルクリニック服〒497-0034 05679-5-1200医療法人デンタルクリ服部　捷哉 平14. 7. 1歯   診療所
     は海部138 部 海部郡蟹江町本町５－１０９スカ常　勤:    2ニック服部　理事長　 組織変更 現存
     イハイツ岩室１階 (歯       2)服部　捷哉 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3397560,139,5 さかがみ歯科 〒497-0033 05679-5-1182阪上　恭久 阪上　恭久 平14.11. 1歯   小歯 診療所
     は海部139 海部郡蟹江町蟹江本町ヰノ割１６常　勤:    1 新規 現存
     －３ライオンズマンションニュー(歯       1) 平26.11. 1
     シティ蟹江６番館１０３ 非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3398560,146,0 ひらざわ矯正歯科かに〒497-0034 0567-94-3300平澤　建太朗 平澤　建太朗 平27. 2.26矯歯 小歯 歯  診療所
     は海部146 え小児歯科 海部郡蟹江町本町９－４５ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 2.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3399560,148,6 島崎歯科 〒497-0058 0567-95-6316嶋﨑　博 嶋﨑　博 平28. 8.12歯   小歯 診療所
     は海部148 海部郡蟹江町富吉３－２７１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平28. 8.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3400560,151,0 医療法人社団爽恵会　〒497-0040 0567-95-3973医療法人社団爽恵会　西川原　弘亜 平20.12. 1歯   小   診療所
     は海部151 西川原歯科医院 海部郡蟹江町城４－３９３ 常　勤:    2理事長　西川原　総生 組織変更 現存
     (歯       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3401560,154,4 よこい歯科クリニック〒497-0031 0567-55-9100横井　友一 横井　友一 平22. 5. 1歯   小歯 診療所
     は海部154 海部郡蟹江町須成下真菰ヶ坪２３常　勤:    1 新規 現存
     ９９－４ (歯       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3402560,155,1 おくしま歯科クリニッ〒497-0038 0567-97-3841屋島　浩記 屋島　浩記 平24. 2. 1歯   小歯 歯外診療所
     は海部155 ク 海部郡蟹江町桜１－１０４ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3403560,156,9 ふなはし歯科 〒490-1144 052-443-4182医療法人尽粋会　理事舟橋　正樹 平24. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は海部156 海部郡大治町西條南井口１６ 常　勤:    1長　舟橋　正樹 組織変更 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3404560,157,7 渡辺歯科 〒490-1436 0567-52-0600布目　静香 布目　静香 平29. 4. 1歯   小歯 診療所
     は海部157 海部郡飛島村竹之郷１－６０ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3405560,158,5 あじさいデンタルクリ〒497-0038 0567-94-7810新井　修 新井　修 平30. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は海部158 ニック 海部郡蟹江町桜２－１４２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3406570,072,6 稲葉歯科医院 〒470-2202 0569-48-0262稲葉　敏輔 稲葉　敏輔 昭48. 1. 1歯   診療所
     は知多72 知多郡阿久比町福住平野２１－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3407570,075,9 榊原歯科クリニック 〒470-3235 0569-87-0128榊原　健治 榊原　健治 昭50. 8. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は知多75 知多郡美浜町野間冨具崎２５８－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3408570,079,1 鈴木歯科クリニック 〒470-2406 0569-82-3456鈴木　澄夫 鈴木　澄夫 昭53. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知多79 知多郡美浜町河和北田面６１－１常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3409570,080,9 かわむら歯科 〒470-3231 0569-87-1888河村　順一 河村　順一 昭54. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は知多80 知多郡美浜町上野間的場１６－１常　勤:    3 矯歯 現存
     (歯       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3410570,081,7 いしはま台歯科医院 〒470-2103 0562-84-0011鬼頭　健一 鬼頭　健一 昭54. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は知多81 知多郡東浦町石浜白山１３－１１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3411570,085,8 森歯科医院 〒470-2345 0569-73-1600森　二三夫 森　二三夫 昭56. 8.11歯   小歯 診療所
     は知多85 知多郡武豊町西門１－１４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 8.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3412570,092,4 竹内歯科医院 〒470-3412 0569-65-0541竹内　伸彦 竹内　伸彦 平25. 9. 1歯   歯外 小歯診療所
     は知多92 知多郡南知多町豊浜中村１２ 常　勤:    2 移動 矯歯 現存
     (歯       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3413570,093,2 やなぎ歯科医院 〒470-3412 0569-65-0848柳　弘之 柳　弘之 昭59. 2. 1歯   診療所
     は知多93 知多郡南知多町豊浜下大田面５３常　勤:    1 現存
     －２ (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3414570,094,0 若子歯科 〒470-2212 0569-48-7234若子　幸次 若子　幸次 昭59. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知多94 知多郡阿久比町卯坂古見堂６６－常　勤:    1 現存
     １ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3415570,095,7 平林歯科医院 〒470-2103 0562-83-1475平林　直樹 平林　直樹 昭59. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知多95 知多郡東浦町石浜八ツ針９－６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3416570,096,5 松井歯科医院 〒470-2101 0562-84-1582松井　善信 松井　善信 昭59. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知多96 知多郡東浦町森岡一町田１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3417570,099,9 中村歯科医院 〒470-2202 0569-48-4139中村　守厚 中村　守厚 昭60. 2. 1歯   診療所
     は知多99 知多郡阿久比町福住高根台１１－常　勤:    2 現存
     ７・１１－１０ (歯       1) 平30. 2. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3418570,102,1 橋本歯科 〒470-2411 0569-82-4100橋本　幸典 橋本　幸典 昭60. 5. 1歯   小歯 診療所
     は知多102 知多郡美浜町新浦戸２－５－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3419570,103,9 大岩歯科医院 〒470-3321 0569-62-1198大岩　雅則 大岩　雅則 昭60. 5. 1歯   小歯 診療所
     は知多103 知多郡南知多町内海先苅１８８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3420570,104,7 ホワイト歯科クリニッ〒470-2102 0562-34-3711 原　幸夫 原　幸夫 昭60. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知多104 ク 知多郡東浦町緒川寿久茂８８ 常　勤:    2 歯外 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3421570,106,2 金森歯科医院 〒470-2102 0562-83-2020金森　啓子 金森　啓子 昭61. 2.20歯   小歯 診療所
     は知多106 知多郡東浦町緒川申新田二区４０常　勤:    1 現存
     －８６ (歯       1) 平28. 2.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3422570,107,0 ひがしうら歯科医院 〒470-2105 0562-83-5252金森　裕 金森　裕 昭61. 3. 1歯   小歯 診療所
     は知多107 知多郡東浦町藤江大坪７－１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3423570,109,6 やなぎその歯科 〒470-2213 0569-48-3565柳園　隆 柳園　隆 昭61. 7. 1歯   診療所
     は知多109 知多郡阿久比町阿久比宮後３２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3424570,113,8 竹内歯科医院 〒470-2211 0569-48-3939竹内　久藏 竹内　久藏 昭61.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知多113 知多郡阿久比町草木干場２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3425570,114,6 歯科松本デンタルアー〒470-2351 0569-73-7133松本　明宏 松本　明宏 昭62. 5. 1歯   小歯 診療所
     は知多114 ト 知多郡武豊町南中根１６－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
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 3426570,118,7 平野歯科 〒470-2401 0569-82-3303平野　浩康 平野　浩康 昭63. 6. 1歯   診療所
     は知多118 知多郡美浜町布土和田７２－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3427570,120,3 かんだ歯科 〒470-3231 0569-87-5688神田　充康 神田　充康 平元. 4. 1歯   小歯 診療所
     は知多120 知多郡美浜町上野間鴻田７４－１常　勤:    1 休止
     １ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3428570,121,1 中川歯科 〒470-2343 0569-73-7600中川　敬康 中川　敬康 平元. 7. 1歯   小歯 診療所
     は知多121 知多郡武豊町小迎７６－３．７７常　勤:    1 現存
     －５ (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3429570,122,9 つづきファミリア歯科〒470-3233 0569-87-3277都筑　勝美 都筑　勝美 平元. 8. 1歯   小歯 診療所
     は知多122 知多郡美浜町奥田儀路２８－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3430570,123,7 モトム歯科 〒470-2105 0562-84-2558石川　求 石川　求 平 2. 4. 1歯   診療所
     は知多123 知多郡東浦町藤江大坪１５－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3431570,124,5 医療法人梅原歯科 〒470-2385 0569-73-6666医療法人梅原歯科　理梅原　徳光 平 2. 9. 1歯   小歯 診療所
     は知多124 知多郡武豊町北中根４－２４ 常　勤:    1事長　梅原　徳光 現存
     (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3432570,128,6 石橋歯科医院 〒470-2204 0569-48-8008石橋　敬三 石橋　敬三 平 4. 9. 1歯   小歯 診療所
     は知多128 知多郡阿久比町宮津３－７５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3433570,130,2 田中歯科医院 〒470-2102 0562-83-4126成田　徳昭 成田　徳昭 平 5. 2. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知多130 知多郡東浦町緒川北新田３５－３常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3434570,132,8 長坂歯科医院 〒470-2105 0562-83-8204長坂　潔道 長坂　潔道 平 6. 5. 1歯   小歯 診療所
     は知多132 知多郡東浦町藤江上廻間１１８－常　勤:    2 新規 現存
     １ (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3435570,135,1 中村歯科医院 〒470-3412 0569-65-0200丸山　裕 丸山　裕 平 7. 1. 1歯   診療所
     は知多135 知多郡南知多町豊浜鳥居４５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3436570,137,7 廣歯科 〒470-2104 0562-83-2260廣　典和 廣　典和 平 7. 3. 6歯   矯歯 診療所
     は知多137 知多郡東浦町生路坂下６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 3. 6
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 3437570,138,5 医療法人岩川歯科医院〒470-2531 0569-73-4420医療法人岩川歯科医院河内　洋順 平 8. 7. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知多138 　ふき歯科クリニック知多郡武豊町冨貴外面５０－４ 常　勤:    2　理事長　河内　洋順 組織変更 現存
     (歯       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3438570,141,9 テシマ歯科医院 〒470-2334 0569-73-6088手島　敏晴 手島　敏晴 平 8.10. 1歯   小歯 診療所
     は知多141 知多郡武豊町中根４－７８－１ 新規 現存
     平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3439570,143,5 河合歯科医院 〒470-3321 0569-62-0014河合　良彦 河合　良彦 平10. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知多143 知多郡南知多町内海中之郷１８－常　勤:    1 交代 歯外 現存
     １ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3440570,145,0 あさの歯科 〒470-2303 0569-71-1155浅野　俊太郎 浅野　俊太郎 平10. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知多145 愛知県知多郡武豊町祠峯１－７８常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3441570,146,8 もりおか歯科 〒470-2101 0562-82-1661外山　和利 外山　和利 平10.11. 1歯   小歯 診療所
     は知多146 知多郡東浦町森岡中町２３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3442570,147,6 みはま歯科クリニック〒470-3235 0569-87-3311榊原　武 榊原　武 平11. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知多147 知多郡美浜町野間中町９８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3443570,148,4 さいとう歯科医院 〒470-3504 0569-68-2888齋藤　博之 齋藤　博之 平11. 6. 1歯   小歯 診療所
     は知多148 知多郡南知多町日間賀島小戸地１常　勤:    1 新規 現存
     ９ (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3444570,149,2 すずの木歯科医院 〒470-2323 0569-73-2814鈴木　仁根 鈴木　仁根 平11.11. 1矯歯 歯   小歯診療所
     は知多149 知多郡武豊町口田３７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3445570,151,8 武豊歯科医院 〒470-2326 0569-74-2500青木　伸樹 青木　伸樹 平12. 9. 1歯   小歯 診療所
     は知多151 知多郡武豊町平井畑２６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3446570,152,6 オー，デンタルクリニ〒470-2102 0562-82-2711医療法人承風会　理事大野　芳弘 平13. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知多152 ック東浦 知多郡東浦町緒川旭１３－２イオ常　勤:    1長　橋本　直明 新規 現存
     ンモール東浦１階 (歯       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3447570,154,2 医療法人スマイルスマ〒470-2327 0569-73-8299医療法人スマイルスマ池田　広己 平13.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知多154 イルファミリー歯科 知多郡武豊町天神前２－１７１ 常　勤:    3イル　理事長　池田　 組織変更 歯外 現存
     (歯       3)広己 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3448570,155,9 クローバーこども歯科〒470-2214 0569-48-9608田中　浩二 田中　浩二 平13.11. 1小歯 矯歯 診療所
     は知多155 知多郡阿久比町椋岡唐松３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3449570,156,7 とだ歯科医院 〒470-2389 0569-72-6886戸田　敏雄 戸田　敏雄 平14. 4. 1歯   小歯 診療所
     は知多156 知多郡武豊町長宗２－７５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3450570,157,5 ひがし台歯科医院 〒470-2203 0569-48-4601渡辺　雅夫 渡辺　雅夫 平14. 9. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知多157 知多郡阿久比町板山東台２１－２常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3451570,160,9 医療法人至誠会　二村〒470-2104 0562-82-1088医療法人至誠会　理事野村　紀代彦 平15.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知多160 医院デンタルクリニッ知多郡東浦町生路門田９６－２フ常　勤:    2長　野村　重彦 新規 現存
     ク ィロスビル２階 (歯       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3452570,161,7 アルファクリニック歯〒470-3502 0569-63-2410磯貝　和代 磯貝　和代 平15.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は知多161 科 知多郡南知多町片名新師崎１６－常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     ５ (歯       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3453570,162,5 ながしま歯科・矯正歯〒470-2318 0569-72-8148長島　渉 長島　渉 平18. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知多162 科 知多郡武豊町豊成３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3454570,163,3 あしま歯科クリニック〒470-2103 0562-82-3718横地　剛 横地　剛 平18. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知多163 知多郡東浦町石浜なかね１２－１常　勤:    2 新規 現存
     ２ (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3455570,164,1 さかいファミリー歯科〒470-2102 0562-84-6407酒井　啓 酒井　啓 平20. 4. 1歯   小歯 診療所
     は知多164 知多郡東浦町緒川平成４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3456570,165,8 レオデンタルクリニッ〒470-2101 0562-82-0818富野　雅史 富野　雅史 平22. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知多165 ク 知多郡東浦町森岡取手１０６－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3457570,166,6 いとう歯科医院 〒470-2354 0569-73-4184医療法人優愛会　理事伊藤　寿浩 平22. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知多166 知多郡武豊町川尻９４－１ 常　勤:    2長　伊藤　寿浩 組織変更 休止
     (歯       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3458570,167,4 あだち歯科医院 〒470-2352 0569-72-0131安達　勝哉 安達　勝哉 平27.12. 7歯   小歯 他  診療所
     は知多167 知多郡武豊町迎戸１２８－１ 常　勤:    1 移動 他は、小児矯正現存
     (歯       1) 平27.12. 7歯科
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3459570,168,2 かずデンタルクリニッ〒470-2303 0569-89-9333森　一高 森　一高 平25. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は知多168 ク 知多郡武豊町祠峯２－１３３ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3460570,170,8 おおぐち歯科 〒470-2214 0569-49-4618医療法人おおぐち　理大口　将弘 平26. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     は知多170 知多郡阿久比町椋岡角前田５３－常　勤:    2事長　大口　将弘 組織変更 矯歯 現存
     １ (歯       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3461570,171,6 篠島歯科 〒470-3505 0569-67-2788間島　一範 間島　一範 平26. 9. 1歯   小歯 診療所
     は知多171 知多郡南知多町篠島東山１－８６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3462570,173,2 ちた歯科医院 〒470-2103 0562-84-7813医療法人ちた歯科医院安田　裕政 平27. 4. 1歯   小歯 診療所
     は知多173 知多郡東浦町石浜中央８－６ 常　勤:    1　理事長　安田　裕政 組織変更 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3463570,174,0 とみ歯科クリニック 〒470-2511 0569-73-7333医療法人奉栄会　理事冨　栄一 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は知多174 知多郡武豊町道仙田９－３２ 常　勤:    2長　冨　栄一 組織変更 矯歯 現存
     (歯       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3464570,176,5 ときしグリーン歯科 〒470-2402 0569-82-6455医療法人ときしグリー神戸　正文 平27.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は知多176 知多郡美浜町時志南平井８８ 常　勤:    2ン歯科　理事長　神戸 組織変更 現存
     (歯       2)　正文 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3465570,177,3 関歯科医院 〒470-2212 0569-48-6060医療法人スマイル　理關　均 平28. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知多177 知多郡阿久比町卯坂小谷１０３ 常　勤:    2事長　關　均 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3466570,178,1 冨歯科医院　歯周病・〒470-3321 0569-62-0933冨　仁司 冨　仁司 平30. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は知多178 こども矯正クリニック知多郡南知多町内海亥新田１００常　勤:    1 交代 歯外 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3467600,015,9 磯貝歯科医院 〒444-0113 0564-62-6480磯貝　正士 磯貝　正士 昭57. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は額田15 額田郡幸田町菱池菅田４１－１　常　勤:    1 現存
     ４２－１ (歯       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3468600,016,7 さかきばら歯科 〒444-0124 0564-62-6161榊原　泰二 榊原　泰二 昭58. 4. 1歯   診療所
     は額田16 額田郡幸田町深溝東五反田９－１常　勤:    1 現存
     ０－１１ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3469600,018,3 不破歯科医院 〒444-0116 0564-62-0173不破　金好 不破　金好 平 3. 2.14歯   小歯 診療所
     は額田18 額田郡幸田町芦谷北屋敷２１－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3470600,020,9 医療法人真幸会わたな〒444-0103 0564-62-8787医療法人真幸会　理事渡部　真法 平元. 4. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は額田20 べ歯科医院 額田郡幸田町大草三ッ石３１－１常　勤:    1長　渡部　真法 現存
     ５ (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3471600,021,7 平野歯科クリニック 〒444-0113 0564-63-1122平野　達也 平野　達也 平 6. 8. 1歯   小歯 診療所
     は額田21 額田郡幸田町菱池荒子４ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3472600,022,5 かべや歯科医院 〒444-0103 0564-63-1070壁谷　和典 壁谷　和典 平 7. 3. 1歯   診療所
     は額田22 額田郡幸田町大草広野３６－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3473600,023,3 いちかわ歯科 〒444-0124 0564-62-8668市川　善之 市川　善之 平10. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は額田23 額田郡幸田町深溝山脇６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
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 3474600,028,2 みなみ歯科クリニック〒444-0103 0564-56-3733南　鉉 南　鉉 平18. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は額田28 額田郡幸田町大草検行１５６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3475600,030,8 あいみ歯科 〒444-0100 0564-62-9222田所　克裕 田所　克裕 平19. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は額田30 額田郡幸田町相見阿原５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3476600,031,6 植田歯科医院 〒444-0116 0564-62-0056植田　晃弘 植田　晃弘 平20. 1. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は額田31 額田郡幸田町芦谷幸田２８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3477600,033,2 やまもと歯科醫院 〒444-0102 0564-63-1171山本　司将 山本　司将 平22. 9. 1歯   小歯 診療所
     は額田33 額田郡幸田町久保田本郷４６－６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3478600,034,0 ふじえ歯科 〒444-0114 0564-63-2233医療法人豪裕会　理事藤江　豪成 平26. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は額田34 額田郡幸田町横落竹ノ花１－１ 常　勤:    1長　藤江　豪成 組織変更 現存
     (歯       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3479600,035,7 うおずみ歯科クリニッ〒444-0111 0564-56-8148医療法人　大晶会　理魚住　大樹 平27. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は額田35 ク 額田郡幸田町相見蒲原５３ 常　勤:    1事長　魚住　大樹 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3480600,036,5 ハピネス歯科こども歯〒444-0103 0564-62-0505稲吉　孝介 稲吉　孝介 平28. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     は額田36 科クリニック 額田郡幸田町大草広野７８－１ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3481610,013,2 松浦歯科医院 〒470-0224 05613-4-4867松浦　利博 松浦　利博 昭52. 1. 1歯   小歯 診療所
     はみよし13 みよし市三好町新月４０－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3482610,014,0 鈴木歯科医院 〒470-0224 0561-32-1055鈴木　正輝 鈴木　正輝 平21. 2.11歯   小歯 矯歯診療所
     はみよし14 みよし市三好町木之本５１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平27. 2.11
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3483610,015,7 松尾歯科 〒470-0207 05613-6-1212松尾　昌幸 松尾　昌幸 昭54. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     はみよし15 みよし市福谷町最中１４－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3484610,016,5 深谷歯科医院 〒470-0214 05613-4-1818深谷　勝善 深谷　勝善 昭55. 8. 1歯   小歯 診療所
     はみよし16 みよし市明知町小池下３１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3485610,017,3 いせ歯科クリニック 〒470-0224 05613-4-1021伊勢　直樹 伊勢　直樹 昭55.10. 1歯   小歯 診療所
     はみよし17 みよし市三好町弥栄９６－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3486610,018,1 柴田歯科医院 〒470-0224 05613-4-5555柴田　輝郎 柴田　輝郎 昭56. 1. 1歯   診療所
     はみよし18 みよし市三好町湯ノ前６６－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3487610,020,7 上栗歯科 〒470-0224 0561-32-3810上栗　光博 上栗　光博 昭61. 1. 1歯   小歯 診療所
     はみよし20 みよし市三好町夕田１２－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3488610,022,3 田中歯科医院 〒470-0213 05613-4-6151田中　栄一 田中　栄一 平 2. 8. 1歯   診療所
     はみよし22 みよし市打越町三本松３０－５０常　勤:    1 現存
     ０ (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3489610,023,1 田代歯科医院 〒470-0224 05613-2-8290田代　和久 田代　和久 平 4. 4. 1歯   小歯 診療所
     はみよし23 みよし市三好町荒池６－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3490610,024,9 三好ケ丘歯科 〒470-0202 0561-36-5234伊藤　章 伊藤　章 平 4. 4. 1歯   診療所
     はみよし24 みよし市三好丘２－４－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3491610,025,6 みどりケ丘歯科医院 〒470-0205 05613-6-2107平岩　清貴 平岩　清貴 平 5. 4. 1歯   小歯 診療所
     はみよし25 みよし市三好丘緑３－１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3492610,026,4 船越歯科 〒470-0224 05613-4-6480船越　浩樹 船越　浩樹 平 6. 7. 1歯   小歯 診療所
     はみよし26 みよし市三好町蜂ケ池９－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3493610,027,2 いしかわ歯科 〒470-0227 05613-4-6611石川　輔 石川　輔 平 7. 4. 1歯   小歯 診療所
     はみよし27 みよし市園原３－８－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
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 3494610,031,4 なかね歯科 〒470-0202 05613-3-0330中根　敏盛 中根　敏盛 平10.12. 1歯   小歯 診療所
     はみよし31 みよし市三好丘２－１－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3495610,032,2 くろざさ歯科 〒470-0231 05613-6-8020鈴木　隆一 鈴木　隆一 平12. 3. 1歯   小歯 診療所
     はみよし32 みよし市黒笹２－７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3496610,035,5 成田歯科クリニック 〒470-0224 05613-3-3232成田　潔治 成田　潔治 平12.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     はみよし35 みよし市三好町青木８８ｉ－ＭＡ常　勤:    1 新規 歯外 現存
     ＬＬ１階 (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3497610,037,1 岡本歯科医院 〒470-0224 0561-34-3466岡本　達也 岡本　達也 平14. 9. 1歯   小歯 診療所
     はみよし37 みよし市三好町平池４８－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3498610,039,7 天王台歯科 〒470-0211 0561-32-9898加藤　芳文 加藤　芳文 平16. 9. 1歯   小歯 診療所
     はみよし39 みよし市天王台７－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3499610,040,5 ありたけ歯科クリニッ〒470-0203 0561-36-6474有竹　一樹 有竹　一樹 平17. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     はみよし40 ク みよし市三好丘旭３－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3500610,041,3 三好セントラル歯科 〒470-0224 0561-34-8046芳賀　真 芳賀　真 平19.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     はみよし41 みよし市三好町小坂７５アーバン常　勤:    1 新規 現存
     シティ三好２階 (歯       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3501610,046,2 スマイル千田歯科 〒470-0213 0561-34-8214千田　拓治 千田　拓治 平22. 4. 1歯   小歯 診療所
     はみよし46 みよし市打越町上屋敷４０－５３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3502610,049,6 陽のあたる歯科 〒470-0201 0561-76-5526後藤　陽一 後藤　陽一 平22. 8. 1歯   小歯 診療所
     はみよし49 みよし市黒笹町前田２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3503610,050,4 後藤歯科 〒470-0222 0561-34-4778医療法人後藤メディカ後藤　真人 平22.10. 1歯   歯外 矯歯診療所
     はみよし50 みよし市東陣取山２１０－１ 常　勤:    2ル　理事長　後藤　眞 組織変更 小歯 現存
     (歯       2)人 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 3504610,055,3 おだファミリー歯科ク〒470-0207 0561-76-4711織田　卓雅 織田　卓雅 平26. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     はみよし55 リニック みよし市福谷町壱丁田１９－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3505610,057,9 はまさき歯科クリニッ〒470-0224 0561-34-5577医療法人貴翔会　理事濵﨑　貴光 平27. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     はみよし57 ク みよし市三好町夕田８１ 常　勤:    1長　濵﨑　貴光 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3506610,058,7 星のそら歯科クリニッ〒470-0217 0561-33-0066長谷川　達也 長谷川　達也 平28. 3. 1歯   小歯 歯外診療所
     はみよし58 ク みよし市根浦町４－６－２７ベイ常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     シア三好店内 (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3507630,011,2 佐々木歯科医院 〒441-2301 05366-2-0859佐々木　紀巳彦 佐々木　紀巳彦 昭43. 8. 1歯   診療所
     は北設11 北設楽郡設楽町田口大田３０－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3508630,016,1 伊藤歯科医院 〒441-2301 05366-2-1461伊藤　和志 伊藤　和志 昭63. 4. 1歯   診療所
     は北設16 北設楽郡設楽町田口小木山３－１常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3509630,017,9 山富歯科医院 〒441-2601 0536-83-2010依田　壽幸 依田　壽幸 平 4. 7. 1歯   診療所
     は北設17 北設楽郡設楽町津具行人原８－５常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3510630,018,7 マツモト歯科 〒441-2301 05366-2-2105松本　全弘 松本　全弘 平 8. 4. 1歯   小歯 診療所
     は北設18 北設楽郡設楽町田口下杉平１０－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3511630,019,5 山富歯科豊根診療所 〒449-0404 05368-5-5945依田　壽幸 依田　壽幸 平13. 4. 1歯   診療所
     は北設19 北設楽郡豊根村上黒川長野田２６常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3512630,021,1 よつば歯科クリニック〒449-0214 0536-76-1303佐々木　加津之 佐々木　加津之 平15. 5. 1歯   診療所
     は北設21 北設楽郡東栄町本郷久保田８０－常　勤:    1 新規 現存
     １ (歯       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3513710,002,4 平野歯科医院 〒441-3421 05312-2-0214平野　義郎 平野　義郎 昭34. 2. 1歯   診療所
     は田原2 田原市田原町萱町７６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
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 3514710,008,1 惣卜歯科医院 〒441-3502 053145-2066 惣ト　俊明 惣ト　俊明 昭59. 5. 1歯   診療所
     は田原8 田原市赤羽根町東瀬古５３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3515710,010,7 すずき歯科 〒441-3415 05312-3-0033鈴木　啓元 鈴木　啓元 昭62. 4. 1歯   小歯 診療所
     は田原10 田原市神戸町新大坪１３５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3516710,011,5 小原歯科 〒441-3432 05312-5-1139小原　譲 小原　譲 昭62.11. 1歯   診療所
     は田原11 田原市野田町市場８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3517710,012,3 医療法人花井歯科医院〒441-3421 0531-23-1661医療法人花井歯科医院花井　伸浩 平元. 9. 1歯   矯歯 診療所
     は田原12 田原市田原町椿３０－１１ 常　勤:    1　理事長　花井　伸浩 現存
     (歯       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3518710,013,1 医療法人山内歯科医院〒441-3421 0531-23-1525医療法人山内歯科医院山内　公一 平 3. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は田原13 田原市田原町築出１８－１ 常　勤:    3　理事長　山内　公一 現存
     (歯       3) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3519710,014,9 伊藤歯科医院 〒441-3403 05312-2-1104伊藤　博之 伊藤　博之 平 3. 7. 1歯   診療所
     は田原14 田原市浦町西畑１６０－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3520710,015,6 おおかわ歯科 〒441-3416 05312-2-4182大河　直樹 大河　直樹 平 3.12. 1歯   診療所
     は田原15 田原市東赤石４－２１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3521710,017,2 仲谷歯科 〒441-3422 05312-3-2327仲谷　和人 仲谷　和人 平 4.11. 1歯   診療所
     は田原17 田原市赤石４－２７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3522710,018,0 ヒラノ　デンタル　オ〒441-3427 05312-2-6477平野　勝俊 平野　勝俊 平 5. 4. 1歯   診療所
     は田原18 フィス 田原市加治町南恩中４番・５番合常　勤:    1 現存
     併地 (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3523710,019,8 金田歯科医院 〒441-3422 05312-4-1800金田　宜寿 金田　宜寿 平10.10. 1 診療所
     は田原19 田原市赤石５－４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3524710,020,6 かわい歯科 〒441-3415 0531-24-0080河合　洋文 河合　洋文 平12.10. 1歯   小歯 診療所
     は田原20 田原市神戸町前畑２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
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 3525710,022,2 赤石歯科クリニック 〒441-3416 0531-23-7300岩瀬　大輔 岩瀬　大輔 平15.10. 1歯   小歯 診療所
     は田原22 田原市東赤石２－９２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3526710,023,0 なかた歯科小児歯科医〒441-3421 0531-23-1162医療法人克祐会　理事中田　克彦 平16. 1. 1歯   小歯 診療所
     は田原23 院 田原市田原町新清谷８９ 常　勤:    1長　中田　克彦 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3527710,024,8 木村歯科医院 〒441-3421 0531-22-0404木村　知広 木村　知広 平20. 9. 1歯   診療所
     は田原24 田原市田原町晩田２４－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3528710,029,7 青木歯科クリニック 〒441-3617 05313-3-1139青木　洋三 青木　洋三 昭61. 4. 1歯   小歯 診療所
     は田原29 田原市福江町横井１８－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3529710,033,9 清栄歯科クリニック 〒441-3614 05313-3-0657久田　伸治 久田　伸治 平 7. 1. 1歯   診療所
     は田原33 田原市保美町丸池９５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3530710,034,7 さんくろう歯科クリニ〒441-3615 05313-3-1184森下　三嗣 森下　三嗣 平 8. 8. 1歯   診療所
     は田原34 ック 田原市中山町神明前１０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3531710,035,4 鈴木歯科医院 〒441-3617 0531-32-0239吉田　元治 吉田　元治 平19. 2.12歯   診療所
     は田原35 田原市福江町沢４６ 常　勤:    4 交代 現存
     (歯       4) 平25. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3532710,036,2 ふくしま歯科医院 〒441-3617 0531-37-1182福島　昇 福島　昇 平21.10. 1歯   小歯 診療所
     は田原36 田原市福江町堂前５２－６ファミ常　勤:    1 新規 現存
     リーセンター一番街 (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3533710,038,8 渡辺歯科医院 〒441-3617 0531-32-3561渡邉　明子 渡邉　明子 平22. 4.30歯   診療所
     は田原38 田原市福江町原ノ島４０ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 4.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3534710,039,6 藤井歯科医院 〒441-3502 0531-45-2123藤井　一弘 藤井　一弘 平27.11.23歯   歯外 診療所
     は田原39 田原市赤羽根町西瀬古６４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平27.11.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3535710,040,4 田原歯科クリニック 〒441-3421 0531-23-1626平野　善宣 平野　善宣 平29. 4. 6歯   小歯 矯歯診療所
     は田原40 田原市田原町新清谷８６－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平29. 4. 6
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 3536710,041,2 あおきファミリー歯科〒441-3615 0531-32-2700青木　勇樹 青木　勇樹 平29. 7. 1歯   歯外 小歯診療所
     は田原41 田原市中山町寺脇９１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3537720,001,4 下里歯科医院 〒496-0906 0567-24-7285下里　司 下里　司 平11. 5. 1歯   診療所
     は愛西1 愛西市日置町上川田８８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3538720,002,2 サトウ歯科医院 〒496-0905 0567-28-4182佐藤　成浩 佐藤　成浩 昭55.10. 1歯   診療所
     は愛西2 愛西市北一色町北田面３３３－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3539720,003,0 小林歯科 〒496-0921 0567-31-4455小林　久人 小林　久人 昭59. 5. 1歯   小歯 診療所
     は愛西3 愛西市大井町六川北４４ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3540720,004,8 大井歯科医院 〒496-0921 0567-31-1113滝川　幹男 滝川　幹男 昭60. 4. 1歯   小歯 診療所
     は愛西4 愛西市大井町浦田面７１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3541720,005,5 マコト歯科 〒496-0905 0567-25-4171佐藤　言葉 佐藤　言葉 昭63. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は愛西5 愛西市北一色町昭和３１９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3542720,006,3 佐屋歯科医院 〒496-0905 0567-25-0909加藤　俊樹 加藤　俊樹 平元. 5. 1歯   小歯 診療所
     は愛西6 愛西市北一色町証文１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3543720,007,1 あずま歯科 〒496-0911 0567-25-8885東　清貴 東　清貴 平元.11. 1歯   小歯 診療所
     は愛西7 愛西市西保町西川原４３－３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3544720,008,9 宮村歯科医院 〒496-0922 0567-32-4137宮村　秀樹 宮村　秀樹 平 8. 8. 1歯   小歯 診療所
     は愛西8 愛西市大野町山６９ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3545720,009,7 勝野歯科 〒496-0912 0567-24-1180勝野　雅文 勝野　雅文 平 5.11. 1歯   小歯 診療所
     は愛西9 愛西市東保町東河原５９１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3546720,011,3 キタガワ歯科 〒496-0922 0567-31-3788北川　久人 北川　久人 平11. 6.15歯   小歯 診療所
     は愛西11 愛西市大野町山１７０６－１０４常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3547720,012,1 内田歯科医院 〒496-8001 0567-28-2767伊藤　明 伊藤　明 昭43.10. 1歯   小歯 診療所
     は愛西12 愛西市勝幡町下市場２４４０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3548720,013,9 加藤歯科 〒496-8014 0567-24-1188加藤　隆朗 加藤　隆朗 昭56. 4. 1歯   診療所
     は愛西13 愛西市町方町五軒家東７８ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3549720,014,7 ごとう歯科医院 〒496-8007 0567-24-2212後藤　貢治 後藤　貢治 昭56.10. 1歯   診療所
     は愛西14 愛西市南河田町高台７５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3550720,015,4 大鹿歯科医院 〒496-8015 0567-28-8128大鹿　秀夫 大鹿　秀夫 平 4. 5. 1歯   小歯 診療所
     は愛西15 愛西市草平町中切４４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3551720,016,2 奥田歯科医院 〒496-8001 0567-28-3234奥田　悦司 奥田　悦司 平 6. 8.19歯   診療所
     は愛西16 愛西市勝幡町元池７６ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平24. 8.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3552720,017,0 医療法人太杉会　渕高〒496-8018 0567-37-1185医療法人太杉会　理事杉　大介 平 7. 1. 1歯   小歯 診療所
     は愛西17 歯科・小児歯科 愛西市渕高町八畝割３８－２ 常　勤:    1長　杉　大介 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3553720,018,8 タクミ歯科医院 〒496-8007 0567-23-0630内匠　孝 内匠　孝 平 7. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は愛西18 愛西市南河田町八龍５９－３ 常　勤:    3 新規 歯外 現存
     (歯       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3554720,019,6 八開歯科医院 〒496-8038 0567-37-3780鈴木　英徳 鈴木　英徳 平 9. 7. 1歯   診療所
     は愛西19 愛西市二子町定納２３６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3555720,020,4 歯科英医院 〒496-0938 0567-22-2120中村　秀之 中村　秀之 平16.11. 1歯   診療所
     は愛西20 愛西市石田町宮東８２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
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 3556720,021,2 アリゼ小児歯科医院 〒496-0911 0567-31-8241檜垣　恵子 檜垣　恵子 平19. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は愛西21 愛西市西保町同所新田１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3557720,023,8 こうの歯科 〒496-0922 0567-31-4567河野　素輝 河野　素輝 平25.10. 1歯   小歯 診療所
     は愛西23 愛西市大野町未１４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3558720,024,6 まえかわ歯科クリニッ〒496-0922 0567-33-0188前川　明之 前川　明之 平27.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は愛西24 ク 愛西市大野町郷西１９４ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3559720,025,3 うらた歯科クリニック〒496-0904 0567-69-5905浦田　裕介 浦田　裕介 平29. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は愛西25 愛西市柚木町山廻２１－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3560720,026,1 いろどり歯科・こども〒496-8011 0567-31-9222木村　慶宏 木村　慶宏 平30. 4. 1歯   歯外 矯歯診療所
     は愛西26 歯科室 愛西市諏訪町中杁２９４－１ 常　勤:    1 新規 小歯 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3561730,003,8 普山田歯科医院 〒452-0008 052-503-7108普山田　寛 普山田　寛 昭52. 7. 1歯   診療所
     は清須3 清須市西枇杷島町地領１－１１－ 現存
     ６ 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3562730,004,6 西村歯科医院 〒452-0011 052-501-8254西村　康弘 西村　康弘 昭57.11. 1歯   診療所
     は清須4 清須市西枇杷島町城並３－１３－常　勤:    1 現存
     １８ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3563730,005,3 坪井歯科医院 〒452-0018 052-501-0228坪井　文隆 坪井　文隆 昭58. 3.17歯   診療所
     は清須5 清須市西枇杷島町住吉４７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3564730,006,1 加藤歯科医院 〒452-0002 052-504-0118加藤　篤識 加藤　篤識 昭63. 1. 1歯   診療所
     は清須6 清須市西枇杷島町花咲２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3565730,008,7 大和歯科クリニック 〒452-0012 052-503-1182日比　準 日比　準 平元. 4. 1歯   小歯 診療所
     は清須8 清須市西枇杷島町北大和３ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3566730,009,5 堀尾歯科医院 〒452-0011 052-503-4812堀尾　義昭 堀尾　義昭 平 5. 4. 1歯   小歯 診療所
     は清須9 清須市西枇杷島町城並２－７－１常　勤:    1 現存
     ７ (歯       1) 平29. 4. 1
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 3567730,013,7 鬼頭西市場歯科医院 〒452-0941 052-400-0770鬼頭　俊雄 鬼頭　俊雄 昭55. 6. 1歯   診療所
     は清須13 清須市西市場６－１－６ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3568730,014,5 新清洲歯科医院 〒452-0943 052-409-6777加藤　高行 加藤　高行 昭59. 7. 1歯   小歯 診療所
     は清須14 清須市新清洲１－９－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3569730,015,2 田中歯科 〒452-0932 052-409-8241田中　勝己 田中　勝己 平 3. 6. 1歯   小歯 診療所
     は清須15 清須市朝日天王１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3570730,017,8 鬼頭歯科医院 〒452-0942 052-400-3056鬼頭　義郎 鬼頭　義郎 平 7.12. 3歯   診療所
     は清須17 清須市清洲５４４ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3571730,018,6 岡崎歯科 〒452-0942 052-400-7236岡崎　伸一 岡崎　伸一 平11. 9. 1歯   診療所
     は清須18 清須市清洲１１８５ルウ・ノーブ常　勤:    1 交代 現存
     ル清洲２階 (歯       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3572730,019,4 おぜき歯科クリニック〒452-0944 052-401-8020小関　健司 小関　健司 平14. 8. 1歯   歯外 小歯診療所
     は清須19 清須市上条２－１７－８ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3573730,020,2 横井歯科 〒452-0914 052-400-2030横井　洋 横井　洋 平10. 7. 1歯   小歯 診療所
     は清須20 清須市土器野３７１ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3574730,022,8 ごとう歯科 〒452-0914 052-400-8603後藤　武史 後藤　武史 昭56.11. 1歯   小歯 歯外診療所
     は清須22 清須市土器野１－２９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3575730,023,6 近藤歯科 〒452-0918 052-409-8389近藤　浩幸 近藤　浩幸 平10.12.17歯   矯歯 小歯診療所
     は清須23 清須市桃栄２ー２２２ 常　勤:    1 移動 歯外 現存
     (歯       1) 平28.12.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3576730,024,4 医療法人はやし歯科 〒452-0904 052-409-8888医療法人はやし歯科　林　仁 平 7. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は清須24 清須市東須ケ口１６９ 常　勤:    1理事長　林　仁 組織変更 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3577730,025,1 フカオ歯科医院 〒452-0914 052-400-8762深尾　裕和 深尾　裕和 平10. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は清須25 清須市土器野２９９－６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3578730,026,9 まこと歯科 〒452-0914 052-409-9903近藤　誠司 近藤　誠司 平11. 1. 1歯   小歯 診療所
     は清須26 清須市土器野１４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3579730,028,5 石田歯科 〒452-0901 052-401-8088石田　勝重 石田　勝重 平14. 9. 1歯   小歯 歯外診療所
     は清須28 清須市阿原鴨池３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3580730,029,3 せいの歯科クリニック〒452-0912 052-401-4618清野　裕三 清野　裕三 平15. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は清須29 清須市須ケ口駅前２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3581730,030,1 さつき歯科 〒452-0911 052-401-1666安江　直人 安江　直人 平17. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は清須30 清須市西須ケ口３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3582730,031,9 深見歯科医院 〒452-0914 052-409-2877深見　奈々 深見　奈々 平21. 2.17歯   小歯 診療所
     は清須31 清須市土器野７８７ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27. 2.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3583730,034,3 マツノデンタルクリニ〒452-0941 052-408-0072松野　充泰 松野　充泰 平19. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は清須34 ック 清須市西市場５－５－３イッツボ常　勤:    1 新規 現存
     ナンザシティヨシヅヤ清洲店１階(歯       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3584730,035,0 水谷歯科医院 〒452-0054 052-501-1390水谷　雄造 水谷　雄造 平19. 2.26歯   矯歯 小歯診療所
     は清須35 清須市西枇杷島町南二ツ杁２８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平25. 2.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3585730,036,8 おおまえ歯科医院 〒452-0942 052-408-0800大前　豪 大前　豪 平19. 4. 1歯   小歯 診療所
     は清須36 清須市清洲１－２１－１３ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3586730,038,4 小島歯科医院 〒452-0962 052-400-3113小島　正嗣 小島　正嗣 昭58.11. 1歯   診療所
     は清須38 清須市春日砂賀東７１－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3587730,040,0 さかい歯科口腔外科医〒452-0933 052-401-1182坂井　隆之 坂井　隆之 平21.11. 1歯   歯外 小歯診療所
     は清須40 院 清須市西田中長堀９７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.11. 1
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 3588730,042,6 よこい歯科クリニック〒452-0907 052-408-0451横井　隆政 横井　隆政 平26. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は清須42 清須市鍋片２－１７５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3589730,043,4 建部歯科クリニック 〒452-0065 052-502-4250建部　康司 建部　康司 平27. 1. 1歯   小歯 診療所
     は清須43 清須市西枇杷島町芳野２－２７ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3590730,044,2 かぐらデンタルクリニ〒452-0961 052-401-7018藤田　和行 藤田　和行 平27. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は清須44 ック 清須市春日西須ヶ畑１１１－２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3591730,046,7 ＭＫ歯科クリニック 〒452-0946 052-400-2818三輪　和弘 三輪　和弘 平27.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は清須46 清須市廻間１－１４－２ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3592730,047,5 すずらん歯科矯正歯科〒452-0941 052-982-8302座馬　良明 座馬　良明 平28. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は清須47 清須市西市場１－１２－１ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3593730,048,3 タナベ歯科クリニック〒452-0043 052-503-3559田邉　敏也 田邉　敏也 平28. 7. 1歯   小歯 診療所
     は清須48 清須市西枇杷島町東六軒２３ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3594730,049,1 医療法人　福内会　ふ〒452-0961 052-400-9466医療法人福内会　理事福嶋　翔平 平30. 1. 1歯   診療所
     は清須49 くしま歯科 清須市春日小塚西１９ 常　勤:    3長　福嶋　翔平 組織変更 現存
     (歯       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3595740,003,6 菱川歯科 〒481-0004 0568-23-9795菱川　幹夫 菱川　幹夫 昭53.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     は北名3 北名古屋市鹿田廻間７２ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3596740,004,4 水野歯科医院 〒481-0002 0568-23-2345水野　晴進 水野　晴進 昭54. 5. 1歯   診療所
     は北名4 北名古屋市片場八瀬の木２１－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3597740,005,1 山田クリニック歯科 〒481-0006 0568-23-0108山田　守正 山田　守正 昭55. 9. 1歯   診療所
     は北名5 北名古屋市熊之庄屋形３３７７－常　勤:    1 現存
     ２ (歯       1) 平28. 9. 1
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 3598740,006,9 佐藤歯科医院 〒481-0006 0568-23-8818佐藤　理之 佐藤　理之 昭55.11. 1歯   診療所
     は北名6 北名古屋市熊之庄小烏１５９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3599740,007,7 西春歯科 〒481-0004 0568-23-9511平岩　慎次 平岩　慎次 昭56. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北名7 北名古屋市鹿田３４９４ 常　勤:    4 歯外 現存
     (歯       4) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3600740,008,5 関戸歯科医院 〒481-0004 0568-24-1833関戸　喜博 関戸　喜博 平 6.11.17歯   小歯 矯歯診療所
     は北名8 北名古屋市鹿田坂巻１３４ 常　勤:    2 移動 現存
     (歯       1) 平24.11.17
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3601740,009,3 おぎた歯科医院 〒481-0001 0568-21-4777荻田　訓久 荻田　訓久 昭62. 6. 1歯   小歯 診療所
     は北名9 北名古屋市六ツ師道毛１－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3602740,010,1 原歯科医院 〒481-0004 0568-25-4188原　良彦 原　良彦 平元. 8. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は北名10 北名古屋市鹿田５５９－１ 常　勤:    2 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3603740,011,9 ゴトウ歯科クリニック〒481-0012 0568-25-2133後藤　伸 後藤　伸 平 9.11.25歯   小歯 診療所
     は北名11 北名古屋市久地野北浦８ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平27.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3604740,012,7 パレ歯科矯正歯科 〒481-0004 0568-26-0767医療法人光風会　理事坂東　知行 平 6.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北名12 北名古屋市鹿田３９２６－１０パ常　勤:    2長　黒栁　隆穂 新規 現存
     レマルシェ西春５階 (歯       2) 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3605740,014,3 早川歯科クリニック 〒481-0006 0568-26-4618早川　明宏 早川　明宏 平13. 4. 1歯   小歯 診療所
     は北名14 北名古屋市熊之庄八幡１２７－１常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3606740,016,8 にった歯科 〒481-0004 0568-26-1180医療法人にった歯科　新田　英人 平15. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は北名16 北名古屋市鹿田西赤土８５ 常　勤:    1理事長　新田　英人 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    5
     (歯       5)
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 3607740,017,6 たけうち歯科医院 〒481-0002 0568-23-2098竹内　祥子 竹内　祥子 平16. 2.12歯   歯外 小歯診療所
     は北名17 北名古屋市片場新町３５ 常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平28. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3608740,022,6 あさの歯科医院 〒481-0041 0568-23-0251浅野　恒雄 浅野　恒雄 昭58.10. 1歯   診療所
     は北名22 北名古屋市九之坪下葭田１１３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3609740,023,4 鈴木歯科医院 〒481-0043 0568-23-9903鈴木　大司 鈴木　大司 昭59. 4. 1歯   小歯 診療所
     は北名23 北名古屋市沖村岡６６ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3610740,024,2 水野五条歯科 〒481-0037 0568-21-4488水野　佳子 水野　佳子 昭62. 3. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は北名24 北名古屋市鍜治ケ一色村内東９４常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3611740,025,9 アマノ歯科 〒481-0041 0568-25-2348天野　錦治 天野　錦治 昭63. 2. 1歯   小歯 診療所
     は北名25 北名古屋市九之坪白山７－１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3612740,026,7 かいがわ歯科 〒481-0033 0568-25-4108海川　慎二 海川　慎二 平 3. 5. 1歯   小歯 診療所
     は北名26 北名古屋市西之保犬井１９０ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3613740,027,5 とくしげ歯科 〒481-0038 0568-22-4182木下　昌治 木下　昌治 平 4. 4. 1歯   小歯 診療所
     は北名27 北名古屋市徳重土部５６アートス常　勤:    1 現存
     ペースヒラノ２階 (歯       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3614740,028,3 えきまえ歯科 〒481-0041 0568-25-2000鷲津　英樹 鷲津　英樹 平 6. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は北名28 北名古屋市九之坪東町７－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3615740,029,1 医療法人あんずの会　〒481-0041 0568-24-0555医療法人あんずの会　山田　幸弘 平 8. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北名29 青杏堂歯科 北名古屋市九之坪梅田４６－１ 常　勤:    1青杏堂歯科　理事長　 組織変更 現存
     (歯       1)山田　幸弘 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3616740,030,9 くまざわ歯科 〒481-0039 0568-24-0505熊澤　篤 熊澤　篤 平 9.11. 1歯   小歯 診療所
     は北名30 北名古屋市法成寺ツナギ畑１１５常　勤:    1 新規 現存
     －１ (歯       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3617740,031,7 せきや歯科クリニック〒481-0031 0568-24-8241関谷　晋 関谷　晋 平13. 9. 1歯   矯歯 小歯診療所
     は北名31 北名古屋市弥勒寺東３－２８－２常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3618740,032,5 医療法人東洋会　西春〒481-0041 0568-23-0066医療法人東洋会　理事中島　英雄 平17. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北名32 中央歯科 北名古屋市九之坪中町３９ 常　勤:    2長　小山　憲一 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3619740,036,6 山村デンタルクリニッ〒481-0033 0568-27-2010山村　聡 山村　聡 平21.12. 1歯   小歯 診療所
     は北名36 ク 北名古屋市西之保高野８９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3620740,037,4 医療法人ＮＥＯ　にし〒481-0033 0568-26-7688医療法人ＮＥＯ　理事丹羽　由香理 平21.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     は北名37 はるデンタルクリニッ北名古屋市西之保立石３ 常　勤:    1長　丹羽　勇志 組織変更 矯歯 現存
     ク (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3621740,038,2 おおの歯科クリニック〒481-0001 0568-68-6841大野　敦夫 大野　敦夫 平23. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北名38 北名古屋市六ツ師町田１１４－３常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3622740,040,8 みえき歯科 〒481-0011 0568-25-8020医療法人社団　明生会三枝樹　明道 平23. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北名40 北名古屋市高田寺東の川２ 常　勤:    2　理事長　三枝樹　明 組織変更 現存
     (歯       2)道 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3623740,041,6 川﨑歯科医院 〒481-0033 0568-22-1130川﨑　智弘 川﨑　智弘 平25. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     は北名41 北名古屋市西之保清水田４４ 常　勤:    3 交代 矯歯 現存
     (歯       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3624740,042,4 なごみ歯科 〒481-0012 0568-26-1753長谷川　哲也 長谷川　哲也 平25.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北名42 北名古屋市久地野北浦９９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3625740,043,2 あおばファミリー歯科〒481-0038 0568-54-2203岡本　卓真 岡本　卓真 平25.11. 1歯   小歯 診療所
     は北名43 　こども歯科 北名古屋市徳重大日１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.11. 1
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 3626740,045,7 井上歯科医院 〒481-0004 0568-23-2633深谷　綾子 深谷　綾子 平27. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北名45 北名古屋市鹿田花の木１ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3627740,047,3 かわぞえ歯科クリニッ〒481-0004 0568-54-3339川添　正裕 川添　正裕 平28. 5. 1歯   小歯 歯外診療所
     は北名47 ク 北名古屋市鹿田神明附２５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3628740,048,1 北名古屋歯科 〒481-0033 0568-26-0155大平　哲士 大平　哲士 平28.12.28歯   小歯 歯外診療所
     は北名48 北名古屋市西之保青野東５３－１常　勤:    1 交代 矯歯 現存
     (歯       1) 平28.12.28
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3629740,049,9 後藤歯科 〒481-0045 0568-23-7337後藤　浩夫 後藤　浩夫 平29. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北名49 北名古屋市中之郷北１６ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3630740,050,7 医療法人ジニア　ぱん〒481-0040 0568-26-3388医療法人ジニア　理事須崎　明 平30. 4. 2歯   小歯 診療所
     は北名50 だ歯科 北名古屋市西春駅前１－３パティ常　勤:    2長　須崎　明 組織変更 現存
     オニシハル２階 (歯       2) 平30. 4. 2
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3631740,051,5 なな歯科 〒481-0004 0568-39-4177山田　康平 山田　康平 平30. 5. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は北名51 北名古屋市鹿田坂巻１４１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3632750,002,5 伊藤歯科医院 〒498-0012 0567-65-3866伊藤　貢 伊藤　貢 昭54.10. 1歯   小歯 診療所
     は弥富2 弥富市五之三町東与太郎２１１８常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3633750,004,1 片岡歯科医院 〒498-0022 0567-65-0508片岡　良雄 片岡　良雄 平 4. 7. 1歯   小歯 診療所
     は弥富4 弥富市鯏浦町下六７ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3634750,006,6 大藤歯科医院 〒498-0043 0567-68-8188黒宮　親一 黒宮　親一 昭59. 4. 1歯   小歯 診療所
     は弥富6 弥富市寛延２－９２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3635750,007,4 すずき歯科 〒498-0054 0567-68-2244鈴木　基弘 鈴木　基弘 昭60. 7. 1歯   小歯 診療所
     は弥富7 弥富市三稲１－１８ 常　勤:    2 現存
     (歯       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3636750,009,0 弥富デンタルクリニッ〒498-0027 0567-65-0700篠田　耕伸 篠田　耕伸 平 4.10. 1歯   小歯 診療所
     は弥富9 ク 弥富市鯏浦町南前新田１６５ 常　勤:    3 現存
     (歯       3) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3637750,010,8 むらせ歯科 〒498-0031 0567-67-5408村瀬　岳仁 村瀬　岳仁 平 4.10. 1歯   小歯 診療所
     は弥富10 弥富市平島町大脇２９－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3638750,011,6 医療法人あさひ会川瀬〒498-0023 0567-67-1188医療法人あさひ会　理川瀬　真樹 平 5. 1. 1歯   小歯 診療所
     は弥富11 歯科医院 弥富市鯏浦町上六７３ 常　勤:    1事長　川瀬　真樹 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3639750,012,4 あおき歯科 〒498-0002 0567-65-8148青木　栄伸 青木　栄伸 平10. 2. 1歯   小歯 診療所
     は弥富12 弥富市東中地１－１４２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3640750,013,2 加藤歯科医院 〒498-0025 0567-66-2220加藤　大作 加藤　大作 平12. 7. 1歯   小歯 診療所
     は弥富13 弥富市平島町喜右味名６４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3641750,014,0 さくら歯科医院 〒498-0026 0567-67-6480片岡　忠義 片岡　忠義 平16. 2. 1歯   小歯 診療所
     は弥富14 弥富市鯏浦町西前新田１２１－４常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3642750,017,3 十四山歯科 〒490-1406 05675-2-1567小出　善彦 小出　善彦 昭63. 4. 1歯   小歯 診療所
     は弥富17 弥富市鍋平１－１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3643750,019,9 エムデンタルクリニッ〒498-0014 0567-64-1722医療法人愛健会　理事大久保　健治 平19. 3.20歯   小歯 矯歯診療所
     は弥富19 ク 弥富市五明町蒲原１３７１－４ 常　勤:    2長　荒尾　誠子 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平25. 3.20
     非常勤:    2
     (歯       2)
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 3644750,021,5 たなか歯科クリニック〒498-0032 0567-55-8814田中　陽平 田中　陽平 平21. 8. 1歯   小歯 歯外診療所
     は弥富21 弥富市平島中４－１０８ 常　勤:    2 新規 矯歯 現存
     (歯       2) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3645750,022,3 なおデンタルクリニッ〒498-0021 0567-66-0888佐藤　直 佐藤　直 平21.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は弥富22 ク 弥富市鯏浦町車東３６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3646750,023,1 安井歯科医院 〒498-0017 0567-67-0876安井　尚史 安井　尚史 平22.12. 1歯   小歯 診療所
     は弥富23 弥富市前ケ須町午新田４７５－１常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3647750,024,9 彦坂歯科医院 〒498-0014 0567-67-1721彦坂　喜之 彦坂　喜之 平24. 4. 1歯   小歯 診療所
     は弥富24 弥富市五明町築留１９２９－１ 常　勤:    3 交代 現存
     (歯       3) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3648750,025,6 佐藤歯科医院 〒498-0017 0567-65-5551医療法人ＰＥＩデンタ佐藤　文昭 平25. 4. 1歯   小歯 診療所
     は弥富25 弥富市前ケ須町西勘助２４１ー１常　勤:    4ル　理事長　佐藤　文 組織変更 現存
     (歯       4)昭 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3649750,026,4 佐古木歯科 〒498-0006 0567-65-8766内山　輝雄 内山　輝雄 平25. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は弥富26 弥富市佐古木２－２７８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3650750,027,2 コヤマ歯科医院 〒490-1415 0567-52-3582古山　賢一 古山　賢一 平26. 4.16歯   小歯 矯歯診療所
     は弥富27 弥富市鮫ケ地３－２３ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平26. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3651750,028,0 医療法人誠信会Ｙ．Ｃ〒498-0036 0567-65-2500医療法人誠信会　理事山田　章貴 平28. 4. 1歯   小歯 診療所
     は弥富28 ．デンタルクリニック弥富市森津１２－２ 常　勤:    2長　山田　章貴 組織変更 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3652760,002,3 久野歯科医院 〒497-0002 052-444-9404久野　光雄 久野　光雄 昭47. 5. 1歯   診療所
     はあま2 あま市七宝町遠島新開１１２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3653760,004,9 ゴトウ歯科クリニック〒497-0005 052-442-5522後藤　潤 後藤　潤 昭61.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     はあま4 あま市七宝町伊福参之割２０－２常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
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 3654760,005,6 クメノ歯科医院 〒497-0001 052-443-4141医療法人社団クメノ歯粂野　哲雄 平 6.10. 1歯   小歯 矯歯診療所
     はあま5 あま市七宝町沖之島観音寺１０１常　勤:    1科医院　粂野　哲雄 組織変更 現存
     (歯       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3655760,006,4 服部歯科医院 〒497-0004 052-445-1220服部　洋志 服部　洋志 平 6.12. 1歯   矯歯 小歯診療所
     はあま6 あま市七宝町桂郷内１６３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3656760,007,2 ひろいし歯科クリニッ〒497-0014 052-443-1184廣石　丈人 廣石　丈人 平17. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     はあま7 ク あま市七宝町鷹居３－８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3657760,008,0 さくら歯科医院 〒497-0006 052-445-3793渡部　信吾 渡部　信吾 平18. 6. 1歯   診療所
     はあま8 あま市七宝町下之森河原９６湯浅常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3658760,009,8 しのだ歯科医院 〒490-1211 052-444-9912渡辺　剛 渡辺　剛 昭45.12. 1歯   診療所
     はあま9 あま市篠田北長無２５－４ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3659760,011,4 竹田歯科医院 〒490-1223 052-442-4180竹田　茂 竹田　茂 昭61.12. 1歯   診療所
     はあま11 あま市森山弁才天５６－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3660760,012,2 片岡歯科 〒490-1225 052-445-1181片岡　正一 片岡　正一 平 4. 7. 1歯   診療所
     はあま12 あま市蜂須賀百歩１１ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3661760,014,8 上田歯科医院 〒490-1211 052-445-0595上田　健司 上田　健司 平 7.12. 1歯   小歯 診療所
     はあま14 あま市篠田一之沢５７ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3662760,016,3 すぎとう歯科クリニッ〒490-1222 052-445-6789医療法人愛慧会　理事杉藤　庄平 平17. 6. 1歯   矯歯 小歯診療所
     はあま16 ク あま市木田八反田３８ 常　勤:    2長　杉藤　庄平 組織変更 歯外 現存
     (歯       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3663760,017,1 尾張矯正歯科 〒490-1211 052-444-6888渡邉　崇 渡邉　崇 平19. 6. 1矯歯 小歯 歯  診療所
     はあま17 あま市篠田塚田１４ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 6. 1
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 3664760,018,9 コージ・ヤマモト歯科〒490-1211 052-445-4618山本　浩司 山本　浩司 平20.12. 1歯   小歯 矯歯診療所
     はあま18 医院 あま市篠田八原１０８ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3665760,019,7 野口歯科 〒490-1222 052-442-1318野口　隆 野口　隆 平22. 2. 1歯   診療所
     はあま19 あま市木田西新五領３８ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3666760,021,3 ひおき歯科 〒490-1115 052-443-0711日置　義照 日置　義照 昭54.11. 1歯   小歯 診療所
     はあま21 あま市坂牧坂塩２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3667760,022,1 渡部歯科 〒490-1113 052-441-1223渡部　貞之 渡部　貞之 昭57.12. 1歯   診療所
     はあま22 あま市中萱津南ノ川５９ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3668760,023,9 横井歯科医院 〒490-1111 052-443-2000横井　勝美 横井　勝美 昭62.11. 1歯   小歯 診療所
     はあま23 あま市甚目寺松山１３２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3669760,024,7 林歯科 〒490-1113 052-443-2830林　克彦 林　克彦 昭63. 6. 1歯   小歯 診療所
     はあま24 あま市中萱津道場８２－５ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3670760,025,4 はせがわ歯科医院 〒490-1107 052-441-1423長谷川　千尋 長谷川　千尋 平 2.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     はあま25 あま市森７－１６－２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3671760,026,2 医療法人五月会　ナオ〒490-1111 052-442-7008医療法人五月会　理事久米　宏明 平 8. 5. 1歯   矯歯 小歯診療所
     はあま26 歯科 あま市甚目寺五位田１０３ 常　勤:    3長　阪口　尚久 新規 現存
     (歯       3) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3672760,027,0 山田歯科医院 〒490-1105 052-444-0309山田　鉄郎 山田　鉄郎 平 8. 8. 2歯   小歯 診療所
     はあま27 あま市新居屋上権現１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3673760,028,8 きとう歯科 〒490-1105 052-441-7048鬼頭　克幸 鬼頭　克幸 平10. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     はあま28 あま市新居屋鶴田１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3674760,029,6 甚目寺中央歯科 〒490-1107 052-446-1418今飯田　孝 今飯田　孝 平10. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     はあま29 あま市森５－２１－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3675760,030,4 すずき歯科クリニック〒490-1106 052-445-8338鈴木　憲一 鈴木　憲一 平15. 6. 1歯   小歯 歯外診療所
     はあま30 あま市小路３－９－９ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3676760,031,2 たかはし歯科医院 〒490-1104 052-441-8241髙橋　亨典 髙橋　亨典 平21. 4. 1歯   小歯 診療所
     はあま31 あま市西今宿狐海道１－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3677760,033,8 あまデンタルクリニッ〒490-1211 052-462-8025三輪　和弘 三輪　和弘 平23.10. 1歯   小歯 診療所
     はあま33 ク あま市篠田山吹４９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3678760,034,6 みわ歯科 〒497-0004 052-414-5538三輪　人也 三輪　人也 平24. 6. 1歯   小歯 診療所
     はあま34 あま市七宝町桂深田３７－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3679760,036,1 みらい歯科クリニック〒490-1113 052-414-5414新川　真司 新川　真司 平25.10. 1歯   矯歯 小歯診療所
     はあま36 あま市中萱津南ノ川１４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3680760,037,9 渡辺歯科医院 〒497-0011 052-444-2859渡邉　治 渡邉　治 平28. 2.18歯   小歯 矯歯診療所
     はあま37 あま市七宝町安松１－８５ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平28. 2.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3681760,038,7 星の森デンタル 〒490-1111 052-433-1633宮本　貴文 宮本　貴文 平29. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     はあま38 あま市甚目寺山之浦１０９－６ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (歯       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3682760,039,5 ごとうデンタルクリニ〒497-0001 052-441-5103医療法人愛和会　理事後藤　敏文 平29.11. 1歯   小歯 矯歯診療所
     はあま39 ック あま市七宝町沖之島高畑４５ 常　勤:    3長　後藤　敏文 組織変更 現存
     (歯       3) 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3683770,002,1 佐々木歯科医院 〒480-1152 0561-62-7286佐々木　瞻 佐々木　瞻 平24.10. 1歯   歯外 小歯診療所
     は長久手2 長久手市打越１８１２－２ 常　勤:    2 移動 矯歯 現存
     (歯       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3684770,003,9 浅井小児歯科医院 〒480-1103 0561-62-0036今村　節子 今村　節子 昭55. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は長久手3 長久手市岩作中島７３ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3685770,004,7 みしな歯科 〒480-1151 0561-62-6222三品　明 三品　明 昭58. 7. 1歯   矯歯 診療所
     は長久手4 長久手市久保山８０２ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3686770,005,4 つづき歯科医院 〒480-1142 0561-62-8686都築　暁 都築　暁 昭59. 4. 1歯   小歯 診療所
     は長久手5 長久手市蟹原１２０ 常　勤:    1 現存
     (歯       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3687770,006,2 近藤歯科医院 〒480-1103 0561-63-0155近藤　勝俊 近藤　勝俊 平10.10. 1歯   診療所
     は長久手6 長久手市岩作城の内１０２－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (歯       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3688770,007,0 加藤歯科 〒480-1117 0561-63-3388加藤　大樹 加藤　大樹 昭63.10. 1歯   小歯 診療所
     は長久手7 長久手市喜婦嶽８０６ 現存
     平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3689770,008,8 医療法人志萠会　原歯〒480-1129 0561-62-4181医療法人志萠会　原歯原　正幸 平10. 2. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は長久手8 科 長久手市よし池１８ 常　勤:    5科　理事長　原　正幸 移動 歯外 現存
     (歯       5) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3690770,010,4 古戦場なかた歯科 〒480-1112 0561-62-7575中田　茂樹 中田　茂樹 平 7. 4. 1歯   歯外 他  診療所
     は長久手10 長久手市砂子２０６ 常　勤:    2 交代 現存
     (歯       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3691770,011,2 杁ケ池歯科医院 〒480-1114 0561-61-5433寺西　康弘 寺西　康弘 平 9. 4. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は長久手11 長久手市長配１－７０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 4. 1
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 3692770,012,0 田村歯科医院 〒480-1122 0561-63-8108田村　典子 田村　典子 平 9. 6.17歯   診療所
     は長久手12 長久手市城屋敷１２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 6.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3693770,013,8 ひまわり歯科 〒480-1116 0561-63-2727浅井　成一 浅井　成一 平10. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は長久手13 長久手市杁ケ池１７１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3694770,014,6 アオキ歯科 〒480-1164 0561-64-2111青木　啓豪 青木　啓豪 平12. 3.31歯   小歯 診療所
     は長久手14 長久手市山桶２１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3695770,015,3 ふくい歯科医院 〒480-1123 0561-61-1708医療法人正美会　理事福井　正人 平13. 3. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は長久手15 長久手市東狭間１０８ 常　勤:    1長　福井　正人 組織変更 歯外 現存
     (歯       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3696770,016,1 にしむら歯科 〒480-1174 0561-62-2000西村　成弘 西村　成弘 平14. 6. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は長久手16 長久手市東浦５０９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3697770,017,9 まつばら歯科 〒480-1103 0561-62-6487松原　隆 松原　隆 平14.12. 1歯   診療所
     は長久手17 長久手市岩作八瀬ノ木５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3698770,019,5 長久手ファミリー歯科〒480-1114 0561-61-6050医療法人雅会　理事長浅井　昭博 平19. 1. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は長久手19 長久手市長配３－５１３エオリア常　勤:    2　浅井　昭博 組織変更 歯外 現存
     菖蒲池１階 (歯       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3699770,020,3 はなのき歯科 〒480-1146 0561-61-6480西山　孝樹 西山　孝樹 平21. 4. 1歯   診療所
     は長久手20 長久手市片平２－５０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3700770,021,1 シン歯科 〒480-1147 0561-76-2076武藤　慎吾 武藤　慎吾 平21. 4. 1歯   歯外 小歯診療所
     は長久手21 長久手市市ケ洞１９－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     (歯       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3701770,022,9 横井デンタルクリニッ〒480-1174 0561-64-6480横井　英臣 横井　英臣 平23.12. 1歯   小歯 診療所
     は長久手22 ク 長久手市東浦１００２ 常　勤:    1 交代 現存
     (歯       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3702770,023,7 すずの木歯科医院 〒480-1103 0561-61-1181鈴木　啓展 鈴木　啓展 平23.10. 1歯   小歯 歯外診療所
     は長久手23 長久手市岩作高山１１－３６ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3703770,024,5 たいようこども歯科 〒480-1147 0561-76-1448坂　信義 坂　信義 平23.11. 1小歯 矯歯 歯  診療所
     は長久手24 長久手市市が洞１－１４０９ 常　勤:    2 新規 現存
     (歯       2) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3704770,025,2 いまはし歯科クリニッ〒480-1142 0561-65-5517今橋　健太郎 橋　健太郎 平24. 8. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は長久手25 ク 長久手市蟹原１３０５ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3705770,028,6 はなみずき通り歯科・〒480-1157 0561-76-8020沼田　正央 沼田　正央 平27. 7. 1歯   小歯 矯歯診療所
     は長久手28 矯正歯科 長久手市桜作１３０９ 常　勤:    1 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3706770,029,4 おちデンタルクリニッ〒480-1100 0561-76-5302越知　正貴 越知　正貴 平28.12. 1歯   小歯 歯外診療所
     は長久手29 ク長久手 長久手市長久手中央土地区画整理常　勤:    2 新規 現存
     事業地内５・１０・１１街区イオ(歯       2) 平28.12. 1
     ンモール長久手１階 非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3707770,030,2 さつきデンタルクリニ〒480-1167 0561-61-6474医療法人　樹翔会　理田中　宏幸 平29. 1. 1歯   小歯 歯外診療所
     は長久手30 ック 長久手市仲田７０８ 常　勤:    1事長　田中　宏幸 組織変更 矯歯 現存
     (歯       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3708770,031,0 ＫＥＮ　ＦＡＭＩＬＹ〒480-1124 0561-76-4961三井　健嗣 三井　健嗣 平30. 4. 1歯   小歯 歯外診療所
     は長久手31 　ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬ長久手市戸田谷９０１－１ 常　勤:    1 新規 矯歯 現存
     ＩＮＩＣ (歯       1) 平30. 4. 1


